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EL LA SEZONOJ DE JAPANUJO
En la unua tago de aŭtuno

Okui9 ne vidas, 
ke la aŭtuno venis, 
en evidento;
surprizas tamen min jam 
susuro de la vento.

Huzlwara-no- Tositura



DIO AL SUBKOMIZO

de Naoya SIGA
trad, de Makiko MaNZAŬA

1

Sen kici laboras en iu pesilvendejo en Kanda ・
Estis kiam mildaj kaj klaraj aŭtunaj sunradioj kviete enpenetris en la 

butik on tra sub la n oreno1;ĉe la enirejo, kies malhelblua koloro jam preskaŭ 
tute perdiĝis. Ne niti gasto troviĝas en la vendej 〇・ Komizo, kiu sidas kaj 
fumas cigaredon kun enua mieno interne de la kradoj de la kontoro, alpa
rolis junan komizon, kiu legas ĵurnalon apud fajrujo, jene :

''Hej, Koĉjo! Jam estas la sezono manĝi grasan viandon de maguro,1 2) 3 
kiun vi statas, ĉu ne ?"

“ Jesi
4 Cu ni ne iru hodiaŭ vespere ? Iri por manĝi post kiam ni finos la

taglaboron.?,
''Tien nur dekkvin minutojn per la tramo de la laŭeksterafosaĵa linio.'' 
“Jes.”
** Se oni jam gustumis ĉe tiu manĝejo, oni certe ne ŝatus manĝi ĉe la 

najbaraj.
'ゝ Vi diras la veron.v
Senkiĉi, subkomizo, kiu sidas ĝentile kun la ambaŭ manoj sub la 

antaŭtuko, ĉe konvena loko iom malantaŭe de la juna komizo, aŭskultis 
tion kaj komprenis, ke ili parolas pri suŝi:)-manĝejo. En Kiobaŝi troviĝas 
samfaka firmo nomata S. Ĉar ii estas 〇仕e senci让a al tiu firmo, li bone scias 
ia lokon de la suŝi-ejo. Senkiĉi ekdeziris, ke li plej baldaŭ fariĝu komizo 
kaj akiru tian pozicion povi viziti laŭplaĉe tian manĝejon kaj diri frandemajn 
vortojn ・

''Oni diras, ke filo de Jonee malfermis manĝejon en la &rkaŭaĵo de 
Macuja. Koĉjo, vi ne scias ?'' •

"Ne, mi ne aŭdis; Macuja en kiu strato, vi pridiras ? n

1) noreno : mallonga kurteno pendigita ĉe la pordo de japanstila butiko.

2) maguro: fiŝo el la familio de tino {Thunnus orientalis).

3) su^i: vinagrita rizaĵo kun fiŝviando sur ĝi.

2 (370)



“ Mi ne atente aŭdis, sed kredeble Macuja ĉe la ponto Imagaŭa-basi, 
mi pensas."

°Ĉu? Kaj, ĉu tie oni faras bongustajn ? M
■' Tiel oni diras."
"Ankaŭ ĝi nomigas Johee ?"
い Ne. Mi aŭdis ĝian nomon・ Ĝi nomiĝas ... Mi forgesis, kvankam mi 

aŭdis.>,
Senkiĉi auskultis kaj pensis: “ Ekzistas tiom da tiaj famaj manĝejoj.

"Oni unuvorte diras bongusta・ Tamen kiamaniere ĝi estas bongusta ?" 
Pensante tion, li englutis salivon kiu kolektiĝis en la buŝon, tre zorgeme 
por ke ĝi ne faru sonon・

2

Estis en vesperiĝo du-tri tagojn pli poste. Senkiĉi estis sendita al S en 
Kiobaŝi. Ĉe Ia ekiro la komizo donis al!i ĝustan sumeton por la ir-revena 
kosto de la tramvetur〇.

Li forlasis la tramon de la laueksterafosaĵa linio ĉe Kaĵibaŝi kaj intence 
preteriris antaŭ la suŝi-ejon. Rigardante ĝian norenon, li imagis la komizojn 
eniri vigle ŝovante tiun norenon. Tiam li estis sufiĉe malsata. Al liaj 
okuloj de imago speguliĝis suŝio kun maguro-viando flava de graso, kaj li 
deziris manĝi almenaŭ nur unu pecon. De antaŭe Ii ofte spertis aĉeti nur 
iran bileton el la donita ir-revena kosto kaj piediri revenvojon・

Ankaŭ nun la restantaj kvar senoj0 da moneroj klakas en la interna 
poŝo de lia sino.

''Por kvar senoj oni povas manĝi unu pecon, tamen ne estas dece 
mendi nur unu.M Tiel li rezignis kaj preterpasis la manĝejon.

La afero ĉe la firmo S tuj plenumiĝis. Li ricevis unu kartonan skatolon 
malgrandan kaj strange pezan, en kiu estas metitaj kelkaj malgrandaj 
peziloj el latuno, kaj li eliris el la firmo.

Li reiris la saman vojon, kiun li iris, kun la sento, ke li estas iel allogata. 
Kaj, kiam li preskaŭ turnis sin al la direkto, kie estas la suŝi-ejo, hazarde 
li trovis, ke ĉe la flanka vojeto sur la kontraŭa flanko de la vojkruciĝo, 
staras en la formo de stratbufedo suŝi-ejo kun noreno kun sama nomo. Li 
aliris ĝin malrapideme.

1)senoj: japana monunuo «unu spesdeko.
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3

A, juna parlamentano de la ĉambro de nobeloj tre ofte aŭdis de B, lia 
kolego, ke la vera gusto de suŝio estas spertebla nur ĉe la stratbufedoj, kie 
oni mangas perfingre suŝiojn unu post alia, kiujn apenaŭ la kuiristo faris. 
A deziris iam provi tiun starmanĝon・ Kaj li demandis kaj notis, kiu suŝi- 
bufedo estas fama pro bongusta ŝuŝi〇・

Estis en iu tago, kiam Ia vespero estis tre proksima.
A transiris la ponton Kiobaŝi de la direkto de Ginza kaj trafis la ŝuŝi- 

bufedon, kies nomon li jam notis. Antaŭ ol li, tie staris tri gastoj. Momenton 
li hezitis. Li tamen sin kuraĝigis kaj almenaŭ eniris tra sub noreno, sed 
li staris malantaŭ la gastoj iom da tempo, ĉar li ne volis sin enpuŝi inter 
la homojn tie starantajn.

Tiam subite envenis de la flanko subkomizo dektri aŭ -kvar-jara. Li 
ekstaris sur la malvasta spaco antaŭ A, kvazaŭ forŝovante lin flanken, kaj 
ĉirkaŭrigardis rapideme sur dika zerkov-tabulo klinita antaŭon malsupren, 
sur kiu estis metitaj kelkaj suŝioj.

Ĉu ne estas algvolvita ? v
•' Ne, hodiaŭ ni ne faras ĝin?' La grasa mastro de la bufedo plue 

rigardis lin serĉeme, dum ii daurigis la faradon de ŝuŝi〇.

Iom decideme la subkomizo etendis la manon vigle, kvazaŭ Ii volus 
montri, ke tion li spertas ne kiel unuan fojon, kaj prenis per Ia fingroj unu 
el tri suŝioj kun maguroviando, kiuj vice kuŝis. Sed ial la knabo iom 
hezitis kaj retiris la manon・ kiun li etendis kuraĝe.

‘ Ses senoj por unu.M Diris la mastro.
La knabo remetis kvazaŭ faligi la suŝion sur la tabulon en silent〇.

"Estas nebone remeti kiun vi jam tuŝis." Dirante tion li metis la 
pecon, kiun li ĵus faris, kaj interŝanĝe reprenis la tuŝitan.

La knabo diris nenio n. Kun malagrabla mieno li staris momenton 
ne povante sin movi. Sed tuj li iamaniere sin kuraĝigis kaj foriris eksteren 
tra la noren〇.

*■ Nuntempe ankaŭ suŝio pli kariĝis. Subkomizo ne tre ofte povas ĝin 
manĝi." La mastro diris iom embarasita. Kaj kiam li faris unu novan, li 
per la malokupita mano kun lerto ĵetis en la buŝon la suŝion, kiun Jus tuŝis 
la subkomizo. kaj tuj formanĝis・

4

Antaŭ nelonge mi vizitis la suŝi-bufedon, pri kiu vi parolis."
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u Kiel plaĉis ?M ' •:
°'Tre bonguste. Nu, mi vidis, ke ĉiuj prenas ĝin per mano tiamaniere 

kaj per unu fojo enĵetas en la buŝon kun Asviando malsupre. Ĉu gi estas 

la lerta maniero ?"
“ Jes. Ĝenerale maguroviandon oni mangas tiamaniere.'，
“ Kial fiŝon malsupre ?"
“Tio estas, ke oni tuj divenu, sentante pikon sur Ia lango, se la fiŝo 

estas malfreŝa."
“ Aŭdante tion mi ekhavas iom da dubo por via frandemo." A ekridis.
Tiam A rakontis pri la subkomizo. Kaj li diris :
''Estis iom kompatinde. Mi ekvolis iamaniere lin kontentigi?
"Estus bone, se vi refalus lin. Kiel li ĝojus, se vi dirus, ke li manĝu 

kiom ajn li volas." .
"La knabo gojus, sed estiĝus miaflanke hontemo."
"Hontemo ? Tio signifas, ke vi ne havas kuraĝon."
“Mi ne scias, ĉu ĝi estas kuraĝo aŭ ne, sed ĉiuokaze mi ne povas facile 

montri tian kuraĝon. Estus al mi almenaŭ pli facile, ke mi tuj eliru kun 
li kaj regalu lin en alia loko."

"Eble vi pravas." B konsentis.
----Daŭrigota----

Perdita klopodo:
Kelkaj funtoj sterlingaj por traduko de 

letero senutila

Angla ĵurnalo u Financial Timesraportas la jenan aferon:

La lingvaj ekspertoj de la koresponda fako de “ Imperial Airways " (Imperia 

Aervetura Kompanio) estis embarasataj iutage pro letero en strange lingvo, kiun 

neniu komprenis. Eble ĝi rilatas al eventuala pasaĝero (oni pensis) kaj tial 

traduko estas necesa; sed eĉ la helpo de fremdaj legacioj fiaskis solvi la enigmon. 

Fine iu tradukfirmo, specialiĝinta pri lingvoj malmulte konataj, konstatis ke bi 

letero estas skribita en iu slava dialekto. La kosto de traduko, do, estis pluraj 

funtoj, kaj oni povas imagi la konsternon de la Kompanio, kiam oni eltrovis kc 

la letero enhavas nur la jenajn vortojn; " Kara Sinjoro, mi deziras havi postenon

en via kompanio kiel laboristo.p

----El Heroldo de Esperanto-----

(373) 5



Kemiaj Esploroj pri Antikvaj Metalajoj 
en Ekstrema Oriento (I)

de D-ro Tsurumatsu DONO'

El japana originalo 
de Sciensa Fako de l(

Cu ekzistis kupra epoko en Cinujo ?

En arkeologio, bazite sur la materialo por instrumentoj, 
oni klasigas la ĝisnunajn epokojn en ŝtonan, kupran, 
bronzan kaj feran epokojn. Vere en Egiptujo kaj aliaj 
okcidentaj civilizitaj landoj antikvaj la kulturo progresis 
tute laŭ la ordo supre citita. Cu estas same ankaŭ por 
Cinujo? La ekzisto de ŝtona epoko en Ia antikva Cinujo 
estas tute klara, ĉar oni elfosis el la ruinoj de tiu epoko 
multe da hakiloj, sagpintoj el ŝtono. Aliparte oni uzadis 
bronzan instrumentojn de tre antikva temp〇. Jam en 
Coŭ-epoko1 2) oni havis eĉ rimarkindajn artaĵojn el bronzo. 
Depost Cunciu- kaj Cankŭo-epokoj3) la uzo de bronzo estis 
tre disvastigata kaj en Ĉin-epoko4) ĝi atingis sian zeniton. 
Poste en Han-epoko oni ekuzis ferajn instrumentojn, pri 
kio oni povas ekscii pere de la restaĵoj aŭ pere de la 
literaturo.

Tial ni estas tute certaj pri la ekzisto de ŝtona, bronza, 
kaj fera epokoj en la antikva Ĉinujo. Tamen koncerne 
la kupran epokon, kiu devas ekzisti inter la ŝtona epoko 
kaj la bronza epoko, oni sciis neion certan, ĉar nenia

1) D-ro Tsurumatsu Dono: Profesoro ĉe alta minlernejo de 
Akita, Japanujo.

2) Ĉoŭ : Nomo de dinastio (ĉ. 1120-256 aK.)

3) Ĉunĉiŭ : Oni tiel nomas la epokon laŭ la titolo de historia 

libro verkita de Konfucio. (Dum Ĉ. 250 jaroj depost la mezo 
de la 8-a jarcento aK.) Ĉankŭo: Laŭlitere, batalantaj 
ŝtatoj (Dum ĉ. 200 jaroj en la fino de Ĉoŭ-epoko).

4) Ĝin : Nomo de dinastio (221-206 aK.), de kiu devenis la 

landnomo.

resumita
Redakcio
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kupra instrumento, kiu povas pruvi la ekziston de kupra 
epoko, estas eltrovita.

Ĉu ekzistis efektive kupra epoko en Ĉinujo ? Se jes, al 
kiu dinastio en la ĉina historio ĝi respondas ? Kvankam 
oni ne povis respondi al tiuj demandoj, mi estis tamen 
tute konvinkita ke estas iom nenature konsideri ke en 
Ĉinujo oni scipovis fari bronzon, nome la alojon de kupro 
kaj stano, tuj post la ŝtona epok〇・

Estas ĝuste pro tio ke mi intencis fari kemiajn esplorojn 
pri la halebardoj elfositaj el Jinŝu en Honan-provinco, 
kiuj estas konsiderataj kiel la plej primitivaj metalinstru- 
mentoj en Cinuj〇.

Kiel kemiajn esplorojn mi unue faris iiian kvalitan 
analizon per spektrokemia metodo kaj por tiamaniere 
trovitaj elementoj mi faris kvantan analizo n.

Krom tiuj kemiaj analizoj mi provis metalografiajn 
esplorojn.

Pere de tiuj esploroj mi trovis ke kelkaj el la supre 
citraj halebardoj enhavas kupron, kiel la ĉefan kompo
nanton, kun iom da plumbo, kaj kelkfoje kun iom da 
fero kaj arseno kaj—tio estas la plej grava afero—tute 
ne enhavas stanon. Kelkaj e! ili enhavas ankaŭ kon
siderindan kvanton da stano kaj plumb〇. La unuaj devas 
esti konsiderataj kiel kupraj instrumentoj kaj Ia aliaj kiel 
bronzaj instrumentoj. Ĉiuj specimenoj enhavas krom la 
supre cititaj ĉefaj komponantoj malmulton da fero. arseno^ 
nikelo, oro, argento, kobalto kaj antimono; tiuj substaneoj 
devas esti miksitaj kiel malpuraĵoj.

Krome escepte du tri specimenojn, mi trovis ĉiam iom 
tro da plumbo por esti konsiderata kiel malpuraĵo. Sajnas 
al mi ke oni intence enmiksis ©in al kupro au bronzo 
por faciligi ilian muldadon.

Koncerne feron kaj arsenon, kiuj troviĝas kelkfoje en 
konsiderinda kvanto en kupraj instrumentoj, mi nun ne 
povas diri, ĉu ili estas malpuraĵoj aŭ intence miksitaj. Ofte 
mi trovis malmulton da sulfuro, kio sciigas al ni la 
primitivecon de la metalurgia tekniko en tiu epoko.
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El la halebardoj el Jinŝu 10 specimenoj de Moŭ-formo 矛

kaj 14 de tipo A, 5 de tipo D de Koformo estis kupraj 戈

instrumentoj. Kaj 2 specimenoj de tipo B. 6 de tipo C, 
4 de tipo A kaj 3 de tipo D de Ko-formo estis bronzaj 
instrumentoj.

El tiuj kemiaj esploroj, mi konkludis ke ankaŭ en Cinujo 
ekzistis kupra epoko kaj ke la transiro de kupra al bronza 
epoko devas esti en la tempo, en kiu tiuj ĉi halebardoj 
estis farataj. ---- dati rigota------

♦ «

Nご・

4. Ko-formo (tipo C)

・二二一「二；木

5. Ko-form)(tipo D)

一a ■

2. Ko-formo (tipo A)

1.Moŭ-formo

フ’」

十廿十汁よ1+ .
〇 « 九 3 ■す G T 8 9 8

3. Ko-formo (tipo B)
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■■一-一--------ーニー… Kelkaj fundamentaj aspektoj :
de 

la Japana spirito

Radlo-prelego de
Prof. Ĉikao Fuĵisava

一 internacie disaŭdigita de Tokio-stacio la 3-an de aŭgusto ニニ-----

Nuntempe en Japanujo vekiĝas kaj manifestiĝas la tradicia japana spirito 
en &uj flankoj de nia socia vivo. Hodiaŭ, al niaj okcidentaj amikoj, mi 
volas rakonti pri kelkaj fundamentaj aspektoj de la japana spirito, per kies 
klarigo oni bone komprenos lastatempan kulturan disvolviĝon de nia lando.

Nia homa vivo havas tre tragedian flankon, ĉar ni devas fatale viktimigi 
aliajn vivantaĵojn, kiel bestojn, fiŝojn kaj kreskaĵojn por ke ni povu vivadi. 
Kiam ni atingas certan gradon de nia mensa maturigo, ni ekkonscias pri 
tiu ĉi terura kaj abomeninda fakto. Sub tiu ĉi akra konscio, nia delikata 
koro tremas kaj vundiĝas; ĝi forte sopiros al nobla idealo nepre ĉesigi 
viktimi 父 on de la aliaj vi vantaĵoj. Tamen, eĉ post kiam ni sentegas tian
moralan suferon kaj konsciencan doloron, ni estas kiel antaŭe kondamnataj
detrui la vivon de aliaj estaĵoj por daŭrigi nian vivadon. Se ni deziras
resti gisoste fidelaj al nia ŝvelanta spirita idealo, ni ne povas ne pereigi
nian propran vivon. Do, se ni volas vivi plu, ni devas fatalmaniere viktimigi 
ceterajn vivantajn estaĵojn. Tial apenaŭ harmoniigebla profunda konflikto 
okazos inter du kontraustarantaj aspektoj de nia homa vivo. El nia spir让a 
sopiro ev让i iun ajn viktimon ŝprucas sentoj de bonkoreco, amo kaj paco, 
dum la sentoj de malboneco, malamo, kaj malpaco naskiĝas el nia biologia 
nepra bezono vole nevole viktimigi aliajn vivojn-

La saman veron de la kosmo mi volas klarigi ankoraŭ unu fojon per 
beletristika ekzemplo.

En frua mateno de somero ekfloros belega lotusfloro, kies delikataj 
petaloj tremetas je freŝa brizo, kiu surpasas sur la lageto・ しa lotusfloro 
havas sian tre mildan animon; ĝi sopiregas ĝui s*an  puran spir让an vivon 
sin liberigante el la malpura ŝlimo, en kiun la lotuso enmetas sian radikon 
kaj el kiu la sama elsorbas nutraĵon, nemankeblan por sia vivado. Tamen 
tiu ĉi sincera deziro de la nobla koro de la delikata lotusfloro ne kontentiĝos 
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sen ke gi pereigus sian vivon. Tie klarvidigas vere trafika aspekto de la 
vivo de la lotuso. Tiamaniere la bela lotusfloro ne povas ekflori sen la 
malbela ŝlimo: sed plenfloranta lotusfloro eksentas fortan sopiron eman
cipiĝi el la ŝlimo. Malgraŭ tio la kortuŝa lotusfloro ne povas floradi sen 
sia korpa identiĝo kun la malnobla ŝlimajo. Estas ja signifoplene, ke tiu 
ĉi koro volanta superi ŝlimon naskiĝas el la sama ŝlimo, kaj ke eĉ tiu ĉi 
akra konsciiĝo ne povas disrompi la fatalan interrilaton de la lotuso kun 
la ŝlimo. Efektive, nia vivo havas dialektikan dinamikan strukturon jen 
emante al1a interhelpado inter la homoj, jen emante al la lukto por la 
ekzistado, pro kiu la homoj forpuŝas unu kontraŭ la alia. Kelkaj pensuloj 
kaj sciencistoj kiel Kropotkin kaj Tolstoi nur akcentis la homan grund・ 
inklinon por interamikiga amo, dum la ceteraj kiel Machiavelli kaj Darwin 
nur rimarkigas pri la alia homa grundinklino por interbaraktado inter 
homoj celanta al ekskluziva superregeco.

El tiu ĉi idea fund〇. ankaŭ aperas la malfeliĉa batalo inter demokratio 
kaj diktatoreco.

Tamen, tiuj du^rundinklinojn de la homo oni devas nepre harmoniigi, 
por ke la kosma eterna ĉiam kreanta vivoprincipo, kiu superregas super la 
malalta sfero de disiĝo kiel tiu de bono kaj malbono, tiu de belo kaj mal
belo tiu de amo kaj malamo, tiu de paco kaj mihto ktp., povu agi en 
sia originala dinamika tuteco- T ie kuŝas la solvo de la dornoplena demando 
de la mondpacoe

La tradicia japana spirito ne estas alia ol klara manifestado de tiu ĉi 
eterna kosma vivo, 〇 仕e nomata la "Vojo". Do en la japana spir ito mirinde 
plenumiĝas harmonio inter la unueco kaj diverseco, inter la spirita sopiro 
kaj la forta ĉionŝovanta vivoforto. Tiun ĉi kosman veron elokvente simbolas 
la Tri Sanktaj frezoroj, kiuj konsistigas la solenajn signojn de la japana 
Trono. Ili estas laŭvice・la Spegulo, la Juvelo, kaj la Glavo. La Spegulo 
simbolas la nedisige blan ĉionpenetrantan kosman pravivan forton, al kiu 
ĉiuj vivantaĵoj ŝuldas sian devenon kaj evoluadon. Tiu ĉi pravivo enkorpigas 
en la sankta personeco de la Suna Diino, kies senperaj idoj surtroniĝas 
kiel Imperiestro de nia lan do. Pro tio, ni firme kredas, ke en la personeco 
de nia Imperiestro plenagas kosma pravivo plenumante eternan krean 
evoluadon de la univers〇.

Due, la Juvelo simbolas la homan grundinklinon al amo kaj paco ； trie 
la Glavo simbolas siavice la kontraŭan homan grundtendencon al konservo 
kaj disvolvo de la propra vivo per la viktimigo de la ceteraj vivantajoj.
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Alivorte, dankĵ al la Spegulo, ĉe kies senmakula surfaco speguligas ĉiuj 
fenomenoj en senpartia maniero, la Juvelo kaj la Glavo harmonias kaj 
sintezi女as: tio ĉi montras la repaciĝon de la ŝvelanta krea vivoforto kun 
la konstanta ordo. Tio ĉi estas ankaŭ la plej fundamenta aspekto de la 
japana spirito. Cetere, la japanaj belartaĵoj estas ja produktaĵoj de la sama 
spirito. Rigardu plenatente japanan tuĉpentraĵon. ĉia desegno estas tre 
simpla, ĉar ĝi konsistas el kelkaj potencaj linioj. Tamen, malantaŭ simpla 
desegnaĵo, oni eksentas kvazaŭ saltmoviĝon de la eterna kosma praviv- 
forto: tie delikate kunfandiĝas la realeco kaj la eterneco. Laŭ tiu ĉi 
vidpunkto, la japana ŝtatstrukturo, kiu nomas sin " kokutaien Ia japana 
lingvo, estas konsiderata kiel la plej grandioza arta ĉefverko, kreita per la 
japana popolo, ĉar politika flanko de la nacia vivo, kiu traktas la realajn 
ekonomiajn problemojn, unuiĝas kun la religia flanko de la nacia vivo, kiu 
priokupiĝas pri eternaj spiritaj aferoj・

Al ni ŝajnas, ke en la Okcidento, la surtera vivo kaj la ĉiela vivo kon
traŭstaras unu kontraŭ Ia alia; Dio, enkorpiganta en si mem bonon kaj 
amon batalas kontraŭ Satano, kiu enkorpigas en si mem malbonon kaj 
malamon・ Oni apenaŭ pripensis pri ia ajn harmoniigo kaj sintezo de Ia 
ambaŭ・ Pro tio, kontraŭstaras pacifistoj kaj militalistoj, kiuj respektive 
insistas pri sia vidpunkto- La pacifistoj atakas kaj kondamnas la viktimigon 
de aliaj vivoj sub iaj ajn cirkonstancoj. Kvankam mi ŝatas ilian idealistan 
sintenadon, tamen mi ne povas plenpravigi ilian grundpostulon, ĉar ili 
fermas la okulojn antaŭ la terura fakto, ke por vivadi eĉ ili mem devas 
fatale manĝi bifstekon, kiu sangogutas. Se ili kuraĝas diri ke ili nur 
insistas pri amo inter homoj, sed ili ne zorgas pri la paco inter la homoj 
kaj ceteraj bestoj, ni devas konkludi, ke ili estas hipokritoj, ne kapablaj 
penetri la misteron de la kosma vivo. Laŭ nia profunda orienta mond
koncepto, ĉiuj vivantoj, homoj aŭ bestoj, tutegale estas diversaj manifestaĵoj 
de la unu kaj sama kosma pravivo. Pro tio homoj, bestoj, fiŝoj, kreskaĵoj 
formas universalan familian komunumon, ĉe kiu regas reciproka amo
kaj simpatio. Bedaŭrinde al tiel nomataj pacifistoj mankas klarvido pri
la konstanta krea disvolviĝo de la mondo, kiu ebligas sub la impulso 
de la lukto por ekzistado. Rilate al la militalistoj, ili interpretas la 
mondon nur lau la vidpunkto de nuda luktado por ekzisto. Ili fuŝe 
konkludas, ke fortulo havas plenan rajton subpremi, ekspluati kaj sen
kompate viktimigi la malfortulojn. Tia senlarma sintenado estas kompre-
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D ro HAZIME ASADA

Etimologio de la japana vorto " Kusame 二

Nune en Japanujo oni nomas ternon ** kusame M aŭ ' kus amiM ・ En la 
antikva tempo oni ne nomis ĝin tiel, sed ‘‘ hanahiru ''・ Seiŝonagon, antikva 
beletristino, skribis pri u hanahiru ° en sia manuskripto Makurazĉŝi400 
jarojn pli poste, t. e. antaŭ 600 jaroj de la nuna tempo, Kenkohoŝi skribis 
en sia manuskripto ° Curezuregusa pri 44 Kusame^, kiu estas la unua apero 
de la vorto en nia antikva literaturo. Laŭ li, unu bonzino ripetadis la 
vorton '' Kusame", kiam ŝi ternis. Multaj japanaj autoroj klarigas la 
signifon de la vorto, sed ankoraŭ ne estas klara. Oni sentis teruron, kiam 
oni ternis, ĉar oni ofte malvarmumas kaj malsaniĝas. Tial oni ĉiam 
benis tiun, kiu ternis, en Ia antikva tempo en Grekujo, en Romo kaj 
en diversaj landoj・ Eĉ nun en Francujo oni benas tiun kiu ternas dirante 

k Bon souhaitsM aŭ A vos souhaits t. e. u Bondezirojnn. Tiu kiu estis 
benata tiel, respondas kun '' Merci'' t・ e. '' Dankon ''・''Kusame'' devas ankaŭ 
esti bonvorto por ternantoj, mi opinia s. Tia nekomprenebla vorto devenas 
ĉe ni plejparte de Hindujo, Ĉinujo aŭ Tibetujo. Per la du antauaj lingvoj 
oni povas ne bone klarigi ĝin. Laŭ Ekai Kawaguchi, japana bonzo kaj 
aŭtoro de tibetaj lingvo kaj Budaismo, kusameM devenas de la tibeta 
vorto kunsanmoe laŭprononce. kiu estas kunbsan^mos laulitere, kaj kiu 
signifas u Deziras ĉion bonan.0 En Sovetujo kiam oni adiaŭas, oni diras la 
vorton signifantan " Cion bonan ''・ Por beni la ternamton " kusame'' devis 
esti la plej bona esprimo, se ĝi signifas " Ĉion bonan "・ Aktuale multaj 
tibetaj vortoj japanigis perdante la silabfinan 仏 De antikva tempo multaj 
tibetaj vortoj japanigis. Tio estas trovebla en la plej malnova literaturo 
japana. Ankaŭ ne skribe sed nur buŝe multaj tibetaj vortoj supervivadis 
en la rondo de antikvaj importitaj muzikoj, kantoj, kaj kuguceM kiuj 
lastaj komence devenis de la kontinento, oficiale kiel koreinoj, sed vere 

neble kondamninda・
Do la plej kontentiga solvo de la demando de daŭrigebla mondpaco 

estos trovebla ĉe la dinamika*  sintezo de postuloj de pacifistoj kaj militalistoj,
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t. e. terno kaj moroj koncernantaj ĝin

tibetinoj. Tial en multaj antikvaj kantoj kaj en multaj tradiciaj vortoj de 
kugucen kiuj amuzis virojn per kantoj, dancoj kaj erotikaĵoj, oni trovis 

tibetajn vortojn.
Tiu u kugucen estas ankaŭ tibeta vorto, kiu signifas ° tiu kiu obeas 

al via postuloSe " kusame " ne estas trovebla en nia antikva literaturo, 
ĝi travivis nur buŝe eble en la rondo de '' kuguce ''・

Ĉe ni oni havis multajn superstiĉaĵojn pri terno. kk Makurazdŝi'' skribas 
ke oni prenas la auditajn vortojn por falsaj, se tiam oni aŭdas ternon de 
aliaj. Oni ofte kredas, kiam oni ternas, ke kelkaj riproĉas lin. Nun 
ankaŭ oni diras ke unu temo signifas esti laŭdata, du riproĉata, tri amata 
kaj kvar malvarmumon. En iuj partoj de Eŭropo tri ternoj signifas 
alportadon de feliĉo・

Ĉiuokaze nia antikva vorto " hanahiru " estas nun tute forges让a kaj 
tibeta benvorto " kusame'' anstatauis ĝin kaj aspektas esti originala japana
vort 〇.

''Kusame''
de tern〇・ Aŭ

aliiĝis ofte kiel''kuŝami'' aŭ 
oni aldonas prefikson ' ha

kuŝan'' kiu similas la sonon 
kaj faras " hakuŝon ''・ Koree

oni diras ‘‘ hakkvai ", kiu devas esti la sono. Sternuo (latina), sternulo (itala), 
^ternuer (franca), ĉihdtje (rusa) ktp. ŝajnas esti deveninta de la sono de 
ternado. Nie se n (germana), niezen (hollanda), sneeze (angla) ŝajnas esti 
deveninta de la vorto nazo, kiel nia antikva vorto * hanahiru M kiu signifas 
eliradon de la nazo. " Hanahiru ‘‘ estas originale verbo, sed '' kusame" 
estas nur nomo, kiun oni ne povas konjugacii. En neniu el ĉi-nomitaj 
vortoj troviĝas vorto por beni ternantojn. Nur " kusame'' estas originale 
benvorto kaj fariĝas nomo de tern〇.

Ternantoj! Cion bonan !

kiuj ambaŭ entenas parton da vereco kaj tiu ĉi sintezo realiĝos en la 
dinamika tuteco de la japana tradicia spirito, kiu ne estas alia ol la realiĝo 
de la orienta saĝeco.
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小坂狷二

前置詞略解

XIX PRO （其二）

XX SUR

1（¢）【卩り取りの動機:代償］授受 

賣買は『金叉は目當てとしてそれと交換 

に物又は金をやりとりする』意で目的の

Porを用ひることは旣に述べたが,又 

それは見方によっては『やり取りをした 

動機は金又は物に在り」卽ち『金又は物 

がや!）取りの契機をなす』と云ふ氣持で 

Proを用ひてもよい:

Li faras grandan veton pro via 
kapo. 彼はお前の首をはって大きなぱ 

くち（かけ）をしてゐるぞ。

〔註〕『（何）をかける』もやり取りの動機で 

あるが，この『かける』意から次の如き成語が 

出て來る。

Pro honoro, mi silentos! 必、ずと 

も（名釁にかけて）口外は致さぬ。

Pro vorto de honoro {aŭ pro 
honorvorto） tion neniu scias.大丈 

夫知ってる者はない（うそは云はぬ）。

Pro la ĉielo !（天にかけて!とは） 

これはしたり,南無三寶，あれまあ!

Diru, pro Dio, kio estas, 一體全體 

（神にかけて乞ふ，是非々々云って吳 

れ）何事なんだ。

2【造語】Promemora紀念の;pro. 
peka ofero嚥罪のため神に捧げるいけ 

にゑ;propeti iun他人に代って（その 

人の爲めに）或人に願ってやる。

Niajn domojn ni donas proprunte.
貸家をしてゐます。

，Mi pagis {aŭ donis） 5 enojn por 
la libro.その本を買ふく得る）の

に（交換に）五 拂った。

Mi pagis aŭ donis） 5 enojn pro 
la libro,五圓拂ったのはその本 

が買ひたい故。

結局 で本を買った』翳寶は同じ

事,見方の違ひでどちらも云へる。

Kiom vi postulas pro Ia felo, そ 

の毛皮はいくらで賣るか（イt償）。

Mi aĉetis la libron pro {aŭ por） 5

作文練習XVI

1・彼はあの娘の縹緻に惚れてゐるのだ。

2-これは御規切,反っていたみ入ります。
3. 彼は遊び半分にエス語を始めたのだ。

4. 念のためも一度誓類に目を通さう。

5. 今口は出席者が少くて貴下にお氣の克。

6. 彼はあんな事をしてひどい目に逢った。

7. ですから私が來なかったと云つておとが 

めになるわけにはゆかぬでせう。

8. お前はどうなるかと心配したよ。

9. 面目次第もござらぬ。

10.君に免じて今度だけは彼を勘辨してやら 

う。

enoj. その本は五 で買った。 12.

職務怠慢のかどで兔轍。
彼女は轻しくて手で を被ふた。
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13. 彼は高徳なので皆が崇拜する。

14. 友達甲斐に御助力致さう。

15. しまった，だまされた。

XX SUR
1（a）【表面接觸】ひ:sur +主格2］。

Surの原意は「（物の表面）の上に（接 

して在る）』。但し『上』と云っても上面 

上のびならず側面，下面でもその面上に 

在ればよい:

Sur la tablo kuŝas krajono.机の

（上面）上に鉛筆がのってゐる。

Sur la muro estas pinglita granda 
landokarto.整の（側面）上に大きら地

圖がとめてある。

Sur la plafono rampas ia nigra 
insekto,天井（下面の上）を何か黑い昆

蟲が這ってゐる。

〔註〕天井は下から見たのが表面。次例キ 

太陽が天球上に附着してる樣な考でsur:

Sur la ĉielo staras la hela suno・
天に麗かな太陽が出てめる。

〔比較〕Patro nia, kiu estas en la ĉielo 

（=en la Ĉiela regno）天（天國〕にまします我

等の父〔神）よ。
次例も『〔棒先上に附着』の氣持でsur:

Skatolo, en kiu oni tenas plumojn, 
estas plumujo, kaj bastoneto, sur kiu 
oni tenas plumon por skribado, estas 
plumingo.その中にペンを納れて置く

箱はペン容れであり,書くためにその 

先（上）にペンを附ける棒はペン軸で 

ある〇

Barbo estas haroj kreskantaj sur 
la vangoj kaj mentono,頰や顋に生 

える毛がbarbo.

Li havas ankoraŭ la lakton sur la 
lipoj.彼はまだ唇に乳を附けてゐる（乳 

臭い〉。 '

〔註〕次例け之を無形物に應用した例

Lia nomo estis sur ĉies lipoj.波 
の名は皆の口に唱へられて有名忙（ロ 

にのってゐる）。

Ŝi povas iom tinti sur （la forte
piano. いくらかピアノがならせる〇

〔註〕『樂器上にて音樂を奏する』のである 
からludi sur （la）----・....sur を円# しもii

利詞省略のtl的格を用ひてもよい。

Li estas lerta ludanto sur la harmo
niumo. オルガンが上手だ〇

Ŝi ludis violono;: （=sur violono）.
ヴァイオリ,ンをひいた。

CB : sur+目的格〕surが目的格の 

語をイ半へば『（その面）の上へ（の移動）」 

を示す。

La birdo surflugis sur la tegment・
〇れ 鳥は（他所から）飛んで來て屋根の

上へ降り仁。

Ni sidiĝis sur la tero.地面の上へ 

坐りこんだ。

Ŝi senkonscie falis sur la teron.
、氣を失って地上へたほれた。

〔註:）sidiĝiけ地ト・に在ってそのまま坐乙 

卽ち他所からの移動でない意でteroを目的 

格とせず;fali （倒れる）は他から地上へ落ち 

て來る樣な考で目的格付。なほ'digi （-igi 

sidanta） sur la sego （椅子に腰をかける）, 

kuŝiĝi sur la herbo （草上に橫になる）など 

性前者に倣って目的格を附けぬのが普通。次 

例も同様:

Mia ĉapelo flugis blovita de la 
vento kaj pendiĝis （fariĝis pendanta） 
sur la branĉo.私の帽子は風に吹きと 

ばされて枝にひっかかった。
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La statuo ĵetis supren sur la murow 
longan ombron, kiu parte etendiĝis 
ankaŭ sur la plafono.その像は壁上 

へ下から長い影を投げて居た,なほそ 

の影は一部天井の上にも延びて居た。

（天井上に於て延びる意で目的格を附 

せず）。

Ili supreniris sur mallarĝan ŝtu
paron. 狹い梯子段にかかった。

Sur kruta ŝtuparo li levis sin al ia 
tegmento.急な 梯了をったって 

（のって）屋根へ登った。

Sur la mezo de la ŝtuparo mi lin 
renkontis. 階段の途 中で出會っ 

た。

〔註〕『室の眞ン中』などはEn la mezo 

de la ĉambro 又は meze en la ĉambro で 

あるが,玆にはŝtuparoであるからsurを 

用ひたもの。

Li metis la brakon sur la fene・ 
str（obret）ow・窓（の膳板）の上に

'腕をのせた。〔移動;）

Li tenis la brakon sur Ia fenestro. 
窓に腕をのせてめる。C所在;）

Oni metis benkojn unu sur 
aliaれ腰掛を積み垂ねた。

La benkoj estas metitaj unu
< sur alia.（同上）。

Mizero sur mizero.不幸に 

不幸が積み重さなる,（卽ち） 

泣き面に蜂。

〔作文練習XV解答;！

1.Pri lia deveno (aŭ naskigo) 

mi ne scias.

2・ Ŝi ne povas esti malbona 

virino, kiel ĉiuj homoj diras pri ŝi.

3 Kiam mi rigardas ia nunan brilantan 

staton, mi rememoras kortuŝite (aii kun 

profunda kortuŝo) pri la unuaj pioniroj.

4・ Nun ni transiras al la diskutado de 

la projektoj・

5 La belecon oni ne povus sufice (bone) 

priskribi, aii La beleco estas sur nia pri

skribo.

6・ Parolu pri homo, kaj li tuj aperos. 

G,Proverbaro Esperanta^ に Pri la lupo 

rakonto, kaj la lupo renkonte. 狼の喙が出 
れは狼に出遇ふとあり) •

7. La oficistoj zorgis pli pri sia propra 

utilo.

8・ La patrino fariĝis maltrankvila pri 

la infano・

9. O-Tomi-san, pri kiu oni pensis, ke 

ŝi mortis.

10., Mi ne amas (tiajn) homojn, kiuj 

ĉiam parolas pri si kaj nur pensas pri si 

mem.

11- La himno kantas pri la espero de 

la homaro.

12. Falĉi tritikon.

13. Prifalĉi la (riz)kampon.

14. La rabistoj komencis inter si disputi 

pri la divido (aŭ disdono) de la akiritaĵoj.

15. La patrino estas fiera pri sia infano.

Petu Katalogon de LM-libroj ĉe 
Japana Esperanto-Instituto, Hongo- 
Motomat , Tokio
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伊議已酉三

連勝•記錄・接 戰

C和文エス譯講評• 7 〇

今月の問題は方向を變へてスポーツ 

に關するものである。この方面の術諮は 

未だ充分硏究されてわないが,何れも一 

般語彙で譯されるものである。

問題A・双葉山は66連勝のレコードを作6 ＞何時誰が彼幺負 

すカ、カヾ興味の中心になってゐる。

「双瓏山」は Futabajama, Hutabajama, 

IIutabayamaの綴りがあったが;前二者は工 

スペラント式，後者は日本式である。日本語 

のフはfuでもhuでもないその中間である 

から,Esp・式では未だ一致してゐないが,今 

までの所ではfuが一般に用ひられてゐる。 

又エス文に固有名詞の綴方をエス式にするか 

日本式にするかも,各人種々の議論があって 

現在は各人の自由に任されてゐる。

厂連勝」はsinsekvaj venkojがよい〇 sen

interrompaj venkoj でもよい力;,daŭraj ven - 

kojやkontinuaj venkojは少し意味が違っ 

て來る〇 serio da venkoj は sinsekva の意 

味がはっきりしない。厂勝」をgajnoとした 

人があったが,gajniは勝って何物かを谨得 

することであってこの場合には不適當である 

例へば gajni veton, gajni kartludon 等勝負 

事には適してゐる。厂レコード」はrekordo 

である。之をregistroとした人があったが, 

之はレコードを記錄と譯して,記錄に對して 

registroを適用した爲の誤りではないが。 

厂作る」はfariでもよいが,starigiの方力: 

pli bonaである。atingiでもよい。

厂興味の中心」はcentro de interesoであ 

る。以前に中心をkernoと譯したことがあ 

るヵ;,令度はcentroの方がよい。fokusoも 

惡くないヵ;，mezoは誤りである。mezoは

「中央」で，厂兩端から等距縊にあるもの」の 

意であるからinteresoの樣に範圍のないも 

のには用ひられない。例へば meza kvalito 

C最高と最低のkvalitoの中間:），mezo de 

nokto （夜の中央）〇 又 intereso koncentriĝas, 

intereso estas koncentrigata の譯もあり, 

厂興味が集中されてゐる」の意味で惡くはない 

が,もっと平易な語（例〈ばdirektiĝi）が望 

ましい。厂何時誰が彼を負かすか」はkiam 

kaj kiu venkos linである〇此處にkeは不 

要である。何故ならばkiu, kiam等は疑問 

詞であると同時に關係接續詞であるから。

譯例
1. Hutabajama starigis la rekord

on de 66 sinsekvaj venkoj, kaj kiam 
kaj kiu venkos lin estas fariĝanta la 
centro de intereso. （Dio）

代表的な譯例である。唯estas fariĝanta 

はestasだけの方がよい。或は又fariĝisで 

もよい。厂なってゐる」は厂なりつ'ある」で 

はなくてestas fariĝintaの意味である。又. 

interesoの前にĝeneralaを链いて厂一般の 

興味」といふことを明らかにした方がよいだ 

らう。

2. Hutabajama starigis la rekord
on de sesdek ses venkoj sinsekvaj, 
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kaj la ĝenerala intereso direktiĝas 
al la demando, kiam kaj kiu venkos 
lim (OJ)
殆んど申分がない〇 direktiĝasはestas 

direktitaとした方がよい〇

3- Futabajama faris rekordon ses
dek ses sinsekvaj venkaj, kaj kiam 
kaj de kiu li estos venk让a estas 
centro de intereso. (M. Inaba)
venkajはvenkojの吉誤りか〇そうすれ 

ばdeが必要である〇 venkitaを挾んでestos, 

estasと重ってゐるのは一考を耍す。

4 Futabajama faris la rekordon 
de 66 sinsekvanta venko, kaj tio 
fariĝas la centro de intereso, ke iam 

iu lin venkos (Kornelo)
sinsekvantaj venkoj とする。又後半は tio 

力谕半を指し，ke以ドはinteresoにかゝる 

樣に解される°tio, ke...と解釋するとして 

も,iu iamでは厂何時か誰かが彼を負すだり 

う」となる。

5- Hutabajama starigis la rekord
on de 66 kontinuaj venkoj, kaj oni 
ekskluzive interesiĝas, kiam kaj de 
kiu li estos venkata・(Matilda)
ekskluziveは厂他の物を悉く除外して」の 

总味であって,厂何時誰が彼を負かすかだけに 

興味がある」の意味となり，興味の中心とは 

少し運ふ。又この位置はkiam kaj de kiu... 

の前に置くべきである。

Futabajama starigis la rekordon de 66 sinsekvaj venkoj, kaj la 
centro de la ĝeneralan intereso estas, kiam kaj kiu lin venkos.

問題B.早稻田と慶應の野球試合は大接戰の結果2對3で慶 

應が勝利を得た。 ・

「野球」basbalo,「試合」はkonkurso又は 

maĉoである。konkursoは一般に「懸賞,競 

技!であるが，maĉoはスポーツの試合にの 

み用ひられ,公用語ではないが古くからある 

語である。turniroは庭球，ゴルフ等で新聞 

にもよく見られる「トーナメント」に相當す 

る。「大接戰」は furioza batalo, forta kon

kurso, varmega konkurso, balancila inter

batalado, ardega batalo, miksbatalo の譯が 

あった。この場合の接戰は得點の差が少く， 

丄に負けず劣ちずに戰ったことであって,單 

に激しい戰だけでは充分でない。furioza 

(ardega) bataloはこの意味で不充分である。 

unuopa batalo 戈は miksbatalo は接戰の譯 

として辭書に擧げてあるが,一人對一人の戰 

又は入亂れての戰であるから，野球の樣な團 

體競技には不適當である。そこでsenceda 

batalado がよいと思ふ。balancila interbata

lado は所謂シーソーゲームを直譯したものと 

思はれる。「2對3」2 kontraŭ 3である。英 

譯では2to3であるが2 al3は誤りである。

「早稻UJと麗應の」はde Uaseda kontraŭ 

Keio 又は inter Uaseda kaj Keio と解すべ 

きで de tĴaseda kaj Keio では basbalmaĉoj 

de Oaseda kaj Keio卽ち早稻田對慶應の意 

味にならなくなる。

譯例
1・ En la basbala konkurso de 

Daseda kaj Keioo, post grand bata
lado preskaŭ evalforta, la lasta gaj
nis la venkon per poentoj 2 kontraŭ
3.(チョコ)

大接戰の大はgrandaではなくてtreであ 

る。卽ち大いに接近した戰の意である°egか 

fortaは實力伯仲で少し違ふ。poentojは 

poentaroの方がよい〇

2 Keioo venkis per poentaro 2 
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kontraŭ 3 post furioza batalo en 
basbalmaĉo inter 0aseda kaj Keioo

（ミミ）
1と2はよく似た文で唯前後が反對ろ配置 

になってゐる。從って文章の重點が逆になっ 

てゐる。卽ち1では早稻田と慶應の試合に就 

き述べてゐるのであるが，2では慶應に就き 

述べてゐるので決して同じではない。

3・ しa basbala maĉo inter 0aseda 
kaj Keio, post la tre varmega kon
kurso, rezultis en la venko de la 
lasta per 3 al 2. {Kuro dai ja）

basbala maĉo rezultisは野球:試合が何か 

の結果として生じたの意味になる。從って此 

處では しa venko rezultis el la basbala 

maĉoとなる筈である。或はrezultigis Ia 

venkonとすればよい〇

4. La konkurso de basbalo inter 
□aseda kaj Keioo, post arda man
batalo, lasis al Keioo venki je poen
taro 2 kontraŭ 3. (Virineto)

lasis al Keio venki は拙い。finiĝis per 

la venko de Keiooとすべきである。

La basbala maĉo inter Uaseda kaj Keio finiĝis per la venko de 
Keio (la lasta) je 2 kontraŭ 3 post senceda batalado.

Kiel la rezultato de la basbala konkurso inter Uaseda kaj Keio, 
la dua gajnis venkon je 2 kontraŭ 3 post senceda batalo.

成績發表

a. 中し分のないもの。

b. 多少缺點はあるが全體として勝れ 

たもの〇
c. 致命的誤謬はないがbに劣るも 

の。
8 缺點の可成り口立つもの。

d. 尙多少硏究を要するもの。
名前の載わないものは充分エス文の榴 

成に就て硏究を要す。

A b. Serpentokulo, Feliĉulo, Meteoro, 

Tanko,柴木郁史，ハナフサ,Strigo,

Dio, Mota, 0-h, Todoloqui,

c. Knabo, Matuda, Ilidek,平井昇，Koi・ 

cjo,附叫二倉平治,ミノル,H. Soj, Klini
ĝinta Turo, Ŝinĵoo-C., Ĉevalisto,河村義三, 

S -K.,ヤマイシ,キサン,岩元正雄，Seiiĉi,旭 

風,R. F.,綠生,M・ Inaba,

c.玄稔,野上仙一郎,Konisi・Norio, Y・M.> 

H. Saŭada, Hata Koci, Urso, Senj, Sei u 

Sogen, Kometo,

<!加藤秀雄・

BC.チョコ,ミミ,Kurodaija, Virineto, 

Humi Sogen, Ohak, Ruga Planedo,

Maeda Telĵi,瓏光春，M. M.,彤星,Aŭto

mobilo, K. Kino,

E. Nohara Nobuko, Matenon Longa,永 

江淸，Aŭtuno,

d.柚木武史・

新課題•十一月表發號•

A. この數年間に於ける冇機化學の進 

步は實に冃覺ましいものがあり,自然の 

秘密は次々と姿を消しつ、ある。

B. 輸入制限から我々の知b得たこと 

は從來輸入してゐたものの多くは國産 

品で代用され得るといふ事である。

規定 制限:A, Bいづれか一方を擇んで 

應幕すること。（丽方へ應慕したば 

あひはAの分を無効にする）。

氏冬:誌匕での匿名は自由であるが,原稿に 

は，必ず住所氏名明記のこと。

用紙:ハガキまたはハガキと同じ型の紙。 

締切:9月5 口着便。

宛名:學會內【和文エス課］锌。
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jlTETR ATURO KRESKAS

•文 學・

ĈU LI ? I, 2-a eid., de Dr. Vallienne, 

trad. de Dr. K. Kalocsay, eid. de Litera

tura Mondo, Budapest 9, Soroksari-ut 

38,1938; 13x19 cm,195 p.

uĈu Li?"は,エスペラント最仅の原 

作長篇小說"Kastelo de Prelongo (1937) 

を書いたVnllienneの第2の作品で，前 

著の出された翌1908年に出版されたも 

ので,四六判447p.の大著で,エスペラ 

ント文學史に忘れられない作品である。 

この第2版(全篇の前半うはAELA 1936/ 

7年豫約出版物で启るが，この第2版を 

出すにあたって,Kalocsayが手を入れた 

ものである。原作は,何分30年前のも 

のであるから,文體に重苦しいところが 

ある。この第2版では不適當な單語を訂 

正するとともに,さうした無意味なバラ 

ストをふり落してある。一例をあげれば 

開卷第1ベイヂが,初版本にはDeman

dinte la kalendaron, sur kies deŝirebla 

tagfolio legiĝis per grandaj ciferoj la 

dato de V tago, 14-a Decembro 1900 

… とあるが,再版本には Demandinte 

la kalendaron, kies deŝirebla tagfolio 

montris per grandaj ciferoj la 14-an 

de decembro 1900 ...とある〇文體に手 

を入れたといって, Kalocsay自身の文 

體としたわけではなく，なるべく原文を 

活かしVienneが今日生きてゐれば 

かうした表現を用ゐるであら5といふ想 

像によって直したものであるG

・宗 敎・

LA FIDO EN PRAKTIKO Parto 1. 

de Henry T. Hamblin, trad. de F. VV. 

Hipsley, eid. de ' Konkord \ 68 Spon 

St., Coventry, Anglujo, 1936;13x 19 

cm., 32 p., Prezo 9 pencoj.

イギリスの宗敎家で,捉兒院の建裁者 

であるヂヨオヂ•ミュウラア(1805-98)にっ 

いて書いたもので,ミュウラアは,孤兒院 

の建設資金や,經俺法はすべて神への祈 

りによってのみ得たと云はれてゐる。こ 

の本には，その異常に强い信仰のありさ 

まを述べてある。

•運 動・

JARLIBRO DE UEA 1938, eid. de 

Universala Esperant 〇・ Asocio, Palais 

Wilson, Geneve, Svislando, 1938;11 x 

X16 cm. 244 p.非賣品〇

Delegitoj約500人,IEしのそれに較 

べて非常に淋い憾がある。萇國大會, 

團超,雜誌等の他に,エスペラント敎科 

書史,・國際語小史等を收めてある。1937 

年版に比べて用紙も上等であり,印刷も 

鮮明である。

EES・a ADRESARO, 13-a eid., de 

Eergefa Esperanto ・ Servo, Potŝtejn, 

Ĉeĥoslovakujo, 1938; 11x14.5 cin. 48+ 

16 P.定價1圓,送料3錢CIO部在庫) 

攸界各國の,いろいろな種類の文通希卑 

者名簿として,古くから知られる住所錄 

の1937-8年合併版。この版には530人 

の住所氏笛が收めてある。

NOKKEL TIL ESPERANTO, 2-a eid., 

eid. de Norsk Esperanto-Forbund, 

Boks 942, Oslo, Norvegujo, 1938; 7.5 x 

11 cm., 32 p., Prezo 25 ore.

ノルウェイ語版の「エスペラントの鍵」 

の第2版。

受贈圖書

躍進葡趨を語るC小林知治苦,東京市小 
右川區茗荷谷56國防攻究饵發行)定價 

30錢，特價10錢,送料3錢。

支那事變發生直後,北京の臨時政府に 

先って，蒙船政權を樹立した风蒙,察南, 

晉」匕の地區における，その前夜の政治， 

經濟,產業，交通等の躍進・的な狀況にっ 

いて述べた現地舉吿である。
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國字國語について問題力'起るのは，おふき 

でもなく,それの現實的な行使に當って,何ら 

かの缺陷を感じる,不便不都合な事をさとる 

場合である。併し,我々が實際にその不便不 

都合を感じてゐる場合でも,國字國語と云ふ 

ものは元來からして不便不都合のあるもので 

ある，それは絕對に改革する审の出來ないも 

のであるといふ風に觀じて居れば,そこに問 

題は起らないのである。現實に不便不都介が 

感ぜられ，而もこれは改革し得べきもの,我 

々が努力しさへすれば，その不便不都合を除 

き去る事が出來ると考へる時に,それが問題 

化して社會的な關心をよび起す事となり,こ 

れに伴って社回的な運動も行はれろ車となる 

のである。 •

我が國民がその取字の不便不都合な點を自 

覺しはじめたのは西洋の便利な表音文字に接 

觸して,文字とは漢字の樣なものだけには限 

らない,少數の表看記號的な文字を以てして 

も自由に國諮を表現し得るものだといふ・事を 

悟り得てからである。併しこの樣な目覺は, 

江戶時代に於ては一部の知隸階級,いはゆる 

先覺者中でもごく少數の人々に抱かれただけ 

であった。徳川時代は,すべて厂民は依らし 

むべし,知らしむべからず」を標準として治 

められてゐたから，この少數の先覺者の讖見 

も一般民衆の間には普及せしめられるに至ら 

なかったので法った。この老へ方力:ひろく民 

衆の中に傳へられ,社曾運動化するには,ど 

うしてキ，いはゆる四民平等の明治維新の改 

革を經なければならなかったのである。

國字國語問題は,明洽時代に於て大に論議 

せられ,明治十年代に入ると，「かなのくわい」 

厂羅展字會」などの険體も生れ,中には，日本 

国字國語册題は・段際幣闖題との屣係において,おなじ盾の 

もひとつの面である〇 Ĉaわれエスベランティス•トは.し尢 

妒って.この間题に大きな関心を持つものであり,進んでは 

これが解決七協力を惜しんでならない。

夷送氏は「國語硏究」の二宰舌，國字國語問題の硏究家であ 

9ま九熱心なエスペランティストであろ〇

け 

問

最近 

國字 

の動

に お 6

かれらの周 の仕事・1

語を廢して英語を採用せよなどいふ突飛な意 

見さへも交へられて,當時の論壇を沸き立た 

せたのであった力:,大勢は歐化思潮に支配せ 

られてゐたために,その反動として,二「年 

代に至り國粹主義が高諛すると忽ちに瓦解し 

去ったのであった。併し,國字建顿の陲體は 

瓦解しても,國語運動はいはゆる言文一致運 

動として大に榮え,小說界を中心に，この運 

動は次第に成功を收めて，連動團體はなくな 

っても，一般狀勢は口諳化へ,口晤化へと向 

ふ事になったのである。

J 〇

彼の日淸戰爭に勝利を收めて以後は，我が 

國民の口霓自覺は大に髙まり，國字國語問題 

に就ても根本的に調査硏究をなすべしとの輿 

論が大に起り,文部省內に國語調査委目會が 

設けられて大に硏究を進めたのであるが,そ 

の結果は學術的に精細を極めて行ったために 

社會が期待Lた所の國字國帮問題の解決とい 

ふ所までは,容易に到速しないのであった。

この有樣にシビレを切らし，日踞戰爭以後 

我が國が世界的な文明國の地位にその水準力; 

高められたので,その世界的な活動をするに 

は，世界的な文字たる□ ーマ字を活用すべし 

とする□ーマ字論者が先づ團結して，ローマ 

字ひろめ會を作り,人に社會的な活動をする 

事になった。また,更に進んで，國際活動場 

裡に於ては國際補助諸エスペラントを便ふべ 

しと日本エスペラント協會も生れれば,反對
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川崎直一

名詞:語源ご用法

53 alegorio 諷喩,寓意譚。F allegorie, A allegory, 

G Allegoire<L<Gr —allos+agoreun aliaparoli.他の 

ものをしてあるものを詰らしめること〇參考:kategorio. 

鎌を持つたガイコツをして死神をあらわしたりする。文學 

では Bunyan, Progresado de la Pilgrimanto,繪靈，彫刻 

では Holman Hunt のごとき abstrakta ideo を konkrete 

に表現したもの。意味と形の關係をsimboloに比べると, 

simboloでは自然的であるが,alegorioでは人工的でその 

了解が比較的むつかしいことが多い。

54 aleno 剌針，大針〇 F alĉne, A awl,G Ahle< 

Malnova Germana.靴屋などが皮に便う大きな針。參考: 

alezi ・

55 alfabeto アルファベット °F alphabet, A alphabet, 

G AlphabetくL alphabetumくGr alpha4-beta・ギリシャ 

文字の第1と第2.いろはで47文字を總稱するのと同じ 

ゆきかた。もっとも廣くすればどんな文字でもよいのだヵ: 

とくに音節文了でないギリシャ文字，ラテン文字，ロシャ 

文字などをゆう。

56 algebro 代數學。F algebra, A algebra, G Algebra 

<Araba, al冠詞。

57 alĥemio 練金術〇 F alchimie, A alchemy, G 

AlchemieくAraba<Egipta kem nigra・近世の kemio 

（ĥemio）はこれかり發達したもの。劣等な金屬を金に化す 

ること.や，不老長生藥eliksiro, filozofa ŝtonoを發見しょ 

5とした。エジプトに始り,ギリシャ,アラビヤを純て,17 

世紀が最流行であった。

58 alibio玖場不在證明,アリバイ。F alibi, A alibi,

G Alibi<L aliloke.彼吿，ケンギ者が自分が犯罪の現場に 

おらなかったことの證明,なはち無罪であることを申立て 

ること〇 • - ...

59 alineo F alinea<L a linea for de Ja linio. Para・
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に,ローマ字の樣な外來文字 

よりも,在來の表音文字,卽 

ちカナを大に利用すべしとす 

る主張氐現はれるに至った。 

ロ-マ字連動の團體の內部に 

も,舊疑馬字會の歐米崇拜主 

義をあきたらずとし,我が國 

語本位の書き方を採用せよと 

主張するものも次第にその勢 

力を增す事になったのである 

それが日本ローマ字會を組織 

して,ローマ字ひろめ會と袂 

を別つ樣になった。

大正昭和期に人ると，ロー 

マ 勺:迪動では日本ローマ字會 

カナ運動ではカナモジカイが 

大にその勢力をしめ,タイプ 

ライターの利用と共に，次第 

に實生活に深く入りこむ事に 

なった。文字の樣な文化生活 

上の用具は,我が國の樣な古 

い歷史を有する國に於ては, 

その改廢は頗る困難である。 

從って,ローマ字運動もカナ 

モジ運動もその全面的な成功 

を期する事は，頗る困難なも 

のと推測せられる。併しなが 

ら，我が國民は，他に現在を 

Nakaima （中今）と考へ,從 

來の傳統を重んずる一方では 

決して現狀維持派に滿足せす 

たへず改良進步を心がけて進 

取的な態度を取って行かうと 

する國民であるから,徒らに 

舊慣にとらはれてその弊害に 

自らを苦しまうとする程愚か 

ではない。丁度,宗敎方面に 

キリスト敎が入りこみ得た樣 

に，ローマ字運動もカナモジ 

運動し次第に社會の一部に 

その地鑑を確保し，この地魅
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をますます擴大發展させよう 

としてゐる。エスペラント運 

動に就てi同底の事が言はれ 

る〇

今日に於ては,國字國語連 

動の諸團體は,旣に或る程度 

までその地步を占めてゐる。 

そ扎が如何に發展するかは， 

それらの運動團體の活動如何 

と,國民が如何にこれを理解 

するかにかゝってゐるものと 

思は;Uる。これらの將來を悲 

俱!するのは,それらの運動の 

目的をよく理解してゐないか 

らであらう。エスベラントに 

反對するのは,國際補助豁の 

目的と方法とを眞に理解する 

事が出來ないからであわう〇 

ロ ーマ字に反寥f「るものは， 

それが如何に我が國語の表現 

に適切な4のであるかを理解 

しないからであら5 〇

3—
さて,カナモジ連動し場介 

に於ては,平假名たて書きと 

カタカナ橫涉きとが並行して 

居たが,前者は幸にして（不幸 

にして?）はやく衰へ去り今 

日ではカタカナ橫書論に統一 

せられてゐる。所が,ローマ 

字運動の方面では,ローマ字 

ひろめ會に代表された英語式 

派と日本□ ーマ字會の日本式 

派とに分たれてゐた。それは 

我が國語の國際的な・書き方を 

統一しようとする立場からは 

頗る不利益なものであった。 

（從ってその間隙に,エスペラ 

ント仲間の中だけで,エスペ 

ラント式綴り方も生れた。）併 

し,これは,國策上統一の必

grafoの最初のlinio,すなはち他の行よりすこし右疋ひっ 

こんでゐる〇壬た=alineaj。= paragrafoとしても用いら 

れることおり。

60 alkoholo アルコール〇 F alcool,A alcohol,G 

Alkohol<L<Araba.最初は antimono pulvorigita の意 

味であったが,ĉiu substanco pulvorigita kaj rafinita に 

なり,16世紀にlikvaĵo distilitaになった。

61 alkovo アルコーブ。F alcove, A alcove, G Al- 

kovenくHispanaくAraba apuda ĉambreto.日本の床の間 

のごとく奧まりて區別された小室,3方壁で窓なく,もと 

の室とはカーテン，ガラス户でしきられてゐる。音通寝室 

になる。

62 almanako 暦書,年鑑〇 F almanach, A almanac, 

G Almanac<Gr.嚴初はkalendaroに犬文,氣象の說明が 

っいたものであったが,この附・錄の部分がだんだん發展し 

て諸種のもの（音樂,外交……）ができた。
■

63 almozo 當:捨,施物。F aumone, A alms, G Almo- 

sen<L<Gr kompato, almozi は almozpeti であって ab 

mozdoniでない〇

64 altaro 祭壇〇 F autel,A altar, G Altar<L altare 

—altatare alta altaro.

65 alternativo 二つの對立する可能のうち一をかなら 

ず選ばねばならないこと。F alternative, A alternative, 

G Alternative<L alterno alternas 交互;す〇 しかし交代， 

かけがえの恿味はない。參照:dilemo.

66 alumeto マッチー本。F allumette<L ad<f-lumen 

lumo. マ ッ チ 箱 alumetujo.

67 alminio アルミニューム〇 F aluminium, A alu- 

minium, G Aluminium<L aluminio genitivo de alumen 

aluno.これより!812にDavyが名ずけたもの〇

68 aluno 明礬〇 F alun, A alun, G Alaun<L alumen.

69 amaso 集團 〇 F amasくF amasser amasigiくL 

massa maso. Amasoは集まったにとに,masoは塊その 

ものに重點がある。

70 ambasadoro 大使。F ambassadeur, A ambas- 

sador<L ambascia misio—ambactus amb+actus あちら
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こちらに派遣される人〇公使vicambasadoro.公使館は 

legacioだヵlegatoはロ ーマ法皇使節。

71 ambicio 野心,向上心,雄圖〇 F ambition, A ambi- 

tion<L ambitio—ambire amb + ire 步きまわる〇 ローマ 

では選擧のとき賴んでまわることであった，それから昇進 

を求めることになり,野心となった。

72 amboso かなしき。G Amboss. Boss は A to 

beatと腋係のあるもので，Ambossはbatiするところの 

意:〇また砧骨（チンコッ】〇

73 ambro 龍延香,鯨糞〇 F ambre, A ambergris, G 

Ambra<Araba.「まっかう鯨ノ腹,殊ニ，腸ノ中二病的二 

生ズルモノ。凝リテ松脂ノ如ク,ロキアリ,淡赤キアリ,黑, 

白,縊レルアリ，香料二加へテ用ヰル」大言海。琥珀suk

ceno でない，F, A, Gの用法に注意。すなわちambre 

jauneでなくて,ambre grisで决る〇

74 ambrozio アンブロ ジャ 〇 F ambroise, A am・ 

brose, G Ambrosius <L<Gr ambrosia—a 否定 + mbro_ 

tos mortema,ギリシャの神々の食物で，これを食べて不 

死をえた,またこれでvundoをもなをした。Mieloより9 

倍もうまいとゆう，轉じて美味。

75 ambulanco 野戰病院。F ambulance, A ambu-

lance, G AmbulanzくL ambulare 步きまわる。Kampa 

hospitalo, lazareto,病院車,救急自動車などと使用の範圍 

を定めあう必要がある。 .

76 amelo 殿粉，糊。F amidon. G Amelinehl<L 

amylum<Gr amylon nemuelita.

77 ametisto 紫水晶〇 F am^thyste, A amethyst, G 

AmethystくLくGr amethystO3—a 否定,methuen ebri- 

迫i. Kontraŭ ebriiĝoの効能ありと信ぜられていた。

78 amfibio 兩棲類〇 F amphibie, A amphibium, G 

AmphibieくGr amphi4-bios ambaŭflanke vivanta. Rano 

かえ•るなど。

79 amfiteatro 圓形曝場〇 F amphitheatre, A am- 

phitheatre, G Amphitheater<Gr amphi ĉirkaŭ.ギリシ 

ヤに始まった野球場式に眞中にarenoがあって周圍に圓 

形階段式見物席が見下してゐるもの。□ーマのkolose 〇が 

最大である。

要を感じた政府當局の數年間 

に亘る臨時□ -マ字調査會の 

審議の結果,その結論を得た 

事は，周知の通りである。勢 

ヵある英語敎育界を背景とす 

る所謂ヘボン式書き方を据逐 

するにはこれだけの操作が必 

要であったのである。とにか 

く,これによって,ローマ字 

運動も日本式にその統一を期 

せられる事になった。

併し，カナ運動も□ーマ字 

運勋も,その勢力は今なほ微 

々たるものである——ミいふ 

のが公平な第三者の觀測であ 

らう。而も，間題は琅に文字 

の書き改めだけではない。表 

音文字は,同音異義を區別す 

る事が出來ない。勿論,それ 

は表音文字の罪ではなくして 

國語そのものがよく洗練せら 

れてゐない罪である。從って 

根本的な解決は,それらの同 

音異義語をおひ拂ふ所の 

Kotobanacsi C言葉直し）に 

ある。而して,Kotobanaosi 

に關して言へば,カナ論者も 

ローマ宝お者も手をつなぎ合 

ふ事が出來る。いな,更に漢 

字制限論者も，共同戰線に立 

つ事が川來るのである。この 

共同戰線の要求を滿すものが 

かの国幣協會であらう。國語 

國字問題に關心を持つ程のも 

のは，決して現狀に滿足し得 

るものではない。しかも,そ 

の解決の近道は,最も手ぬる 

い方法ではあるが,漢字制限 

であらう。

最近山本有三氏は,ルビ廢 

止論の名のもとに,新趣向の 

漢字制限論を持ち出した。そ
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れが文壇人の多くの共鳴を得 

つ、あるばかりではなく，多 

くの識者の共鳴を得てゐる。 

これは國語協會を中心として 

カナ論者も□ ーマ字論者も, 

力を令せてその實現を期待す 

べき絕好の機會であらう〇漢 

字制限を新聞に雜誌に,一般 

に蜜現させる事が出來れば, 

Kotobanaosiもそれに從つ± 

行はれ,表音文字の.使用にも 

その如げは減る譯である。

明治以降今日までの大勢を 

見れば,固より難かしい漢字 

の使用は,しらずしらずの間 

に減って來てゐる。今日は今 

少し意識的に努力して，國民 

敎育で敎へられた漢字が,社 

會に於てもそのまゝ行はれて 

ゐるといふ狀勢を作るべきで 

あらう。折角,一般的に滅少 

の傾向のある漢字が，支那事 

變報道を機會として,再び漢 

字濫用の非も見えようとする 

際でもあるから，特にそれを 

警戒Lて,漠字制限連動をこ 

の際成功せしめるのが，國字 

國語の運動にたづさはる人の 

責任でもある樣に思はれる。

それと共に，基木國まの問 

題も次第に世人の注!」をひき 

っつある。日本語の中核をな 

す語彙は何であるか。それを 

吟味する事により，日本語の 

大睦發展,世界的發展も期待 

せられる。エスベラントが國 

際補助語として成功し得る所 

以は何處にあるかCそれを知 

悉する事は，基本國語の選定 

に當っても大に有力な參考と 

なるであらう。今や,國語, 

卽ち日本語の世界的發展とい

80 amforo ギリシャの兩把手つきの壺。F ainphore, 

A amphora, G Amphora<Gr. を保存したり運んだ

りしたAmpoloアンプ ール,細頸瓶はamforetoの意〇

81 amiko 友,味方。F ami<L amicus一一mare ami. 

F amica】,A amicable.

82 amnestio 大赦。F amnestie, A amnesty, G 

AmncstieくGr amnestia—a 否定,mnasthai rememori. 

Amnezio 健忘,anamnezo 病歴。

83 amoniako アンモニャガス〇 F ammoniaque, A 

ammonia, G Ammoniak.エジプトのリビャ沙漠小にAm

mon 神の神殿あり，アレキサンダーも遠征のときもうで 

た。この邊よりアンモニャカ1とね•た。Amonioアンモニュ 

ーム（radikalo）.

84 Amoro キュービー 愛の神）〇 F Amour, G Amor 

<L Amor.愛の神はギリシャではEros, « ーマではAmor 

と稱した。Afrodito （ロ ーマではVenuso）の子で,盲目で 

矢を持てゐる,またCupidonともいった。

85 amuleto お守り。F amulette, A amulet, G 
Amuletくし自分の身體につけてゐる,例えばぶらさげて。 

Talismanoはかならずしもそうしていなくともよく，家に 

置く場合もある。前者はkontraŭ malbono, malfeliĉoが 

主だが,後者はそれのみでなく,bono, feliĉoをもたらし5 

る。询者は材料,祓類が民族によって一定してゐるが,後 

者はmagiistoによってkonsekriされたらどんなもので 

もそれになることができる。

86 anagramo單語，句,文章中の文字置換による字 

謎。F anagramme, A anagram, G AnagramくGr ana 

逆に，gramma 文字。Nomo—mono. Quid est veritas? 

（Kio estas vero?）—Est vir qui adest. （Estas viro, kiu 

alestas.）キリストのことについてである。Revolution 

francais已（フランス革命）一Un Corse la finira Cコルシカ 

人がそれを終らすだらう）一La France vent son roi.（.フ 

ランスはその王を欲する）。

87 anakronismo 時代錯誤。F anachronisme, A 

anachronis叫 G Anachronismus<Gr ana 逆に,chronos 

tempo.俺智のためあるいわ故意に時代を誤ること,その時 

代にないことを書いたり,行なったり『ること。「はかまな 

んかを現代にはくのはアナク°ニズムだ」。劭照:kroniko
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分類するとprokronismo年代記などで年月日を實際より 

前に記しておること，metakronismo...實際より後に…〇

88 anapesto 詩の抑抑揚格〇 F anapeste, A anapest, 

G Anapast<Gr anapaistos—ana, paistas frapita, p 2 —. 

すなわち一レレなるdaktiloの反對なるがゆえに名あり, 

Espの單語では語尾を省略しないとそのままではこの格の 

ものがない〇例:apostaf.ただしverso中では他の單語 

とひっかけてやるから，この格の詩は困難でない。

89 anarkio 無政府,無秩序〇 F anarchie, A anarchy, 

G Anarchie<Gr an 否定,arkhe 命令,支配。參照:mo

narkio, oligarkio.

90 anatomio 解剖學〇 F anatomie, A anatomy, G 
AnatomieくGr anatemnein dissekci.參照:atomo.

91 anekdoto 一口噺,逸話〇 F, A anecdote, G Anek- 

dote<Gr neeld onita.プロコピウスがユスティニアヌス帝 

についての公表されなかった記錄を集めたのをそう稱し 

轉じて文藝上の逸話，一般的の輕い笑話になった。

92 angino 咽喉痛〇 F angine, A angina, G Angina 

くGr ango sufokas.參照:angoro.

93 angoro 呼吸困難,懊需〇 F angoisse, L<Gr an

gora— ango sufokas.

94 angulo 角,隅〇 F, A angleくL angulus—ango. F 
angulaire, A, G angulan

95 anĝelo 犬便〇 F ange, A angel, G EngelくLくGr 

sendito.參照:anĝeluso 御吿の祈,evangelio. Kerubo, 

serafoは舊約にあらわれる天使の類。

96 anilino アニリン 〇 F, A aniline, G Anilin<^Portu- 

gala anii indigo.

97 animo 心,靈魂。F ame<L anima.參照:ani

malo. Spirito, menso, psiko, intelekto, koro, gemuto と 

の比較はいろいろな立場からなされるので,一致點,區別 

點が立場,立場によって違う。靈魂はanimoだが，幽靈 

には spirito を使う 〇 Animo de la movado. Unuanime, 

Korpo kaj animo （ = menso, spirito）. Intelekto kaj animo

ふ事を中心として,問題は解 

決せられねばならない。□ー 

マ字に綴方の統一の必耍があ 

り,國字論者の大同團結もし 

くは共同戰線が要求せられる 

のもそのためである。我々國 

民はこの國策の線にそふ事を 

以て誇とし,至譽として,そ 

れに處すべきであらう。

參考書:拙著厂國字問題の 

硏究コ昭和6年，岩・波書店刊）

☆

國語協务 は,國語を整 

理改善し,その健仝な發達を 

促すことは，極めて亟ノヾな阈 

家的問題であるとの見地から 

•■ •昨年創立されたものである 

この趣旨で,まず,1.よい 

言葉のもりたて,2.漢字の整 

理,3.假名遣の改定,4.文體 

の整理などの實現をロ標とし 

阈語國字問題に關する資料の 

蒐集，頒布;研究會,諜演會, 

講習會の開催;圖書,册子を 

發行することになっている〇

何長は近衞文曆公。副會長 

は南弘氏である。

機關誌は月刊「或語運動」, 

伶費は普通會戸3 〇〇 

ず務所:神田區西神田ニノー 

同盟會餡内（ま）

日本ローマ字• て社團

法人）は，明治の末创立され 

た日本のロ ーマ字社の事業の 

發展につれ,大正1〇年に出

來た。

この會•のn的は口 -マ字を 

日本わ國字としこれによっ 

て日本語を正すことにあり， 

このため，國字問題に關する 

講演,講習,展覽會など催し 

國字理論の研究,運動の統制 

連絡,關係圖書の編纂を行ふ。
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田中館愛橘博士を會授とし 

ネ部には,資金,研究,弁及， 

雜誌,・調査，敎育,出版，組織, 

事務の諸部がある。機關誌は 

Romazi no Nippon Ji 2 同〕 

Romazi Sekai （月刊）の 2 種, 

會費は,年! mi, 2 M, 3 uii, 

5圆等である。

耶務所:東京市神川區駿河臺 

1の1 佐藤新興上活館内

（M.—S.）

カナモジカイワワガ 

國ノ敎育ト產業ノ桂率 

ノ匕カラ考エテ，現在ノ 
文字ヲ改メ カタカナヲ 

阈字トスルコトヲ目標 

トシ,コノ考ヲ世ノ中二 

ヒロ メティクコトヲ目的 

I'シティル〇

カナ國字論ノイタズラニ 

高遠ナル理想ニ走ラズ, 

今［1ヨリ直二質的ニモ

的ニモ克?々トシテ實行 

二移シ得ルトコロニ强ミ 

ガアル。現在カナモジカイ 

ガ實行シテ居ル漸進手段 

ワ左橫書,漢字制限,單語 

ノワカチ書キオヨビ發音ド 

ゥリ ノ ナカズカイヲオコ 

ナウコトデアル。リカチ誉 

キワカナデ書イタ單語 

ガ語形ヲックルコトデ 

アッテ'コレガ實ニカナモ 

ジカイ創立者 故山下芳木郞 

氏ガ17年附二聲盘ク叫 

ンダ國字改良論ノ重點ヲ 

ナスモノデアル。

現在機關誌「カナノヒ 

カリ」ヲ發行スルホカ事 

業部ヲ設ケテ宣傅,實行, 
硏究ニットメティル。く會 

費年3圓）

事務所:東京市芝公園6號地

（荻生ハヤテ）

（=koro）. Nobla animo. Esp語根發逹史か•らいえばanimo, 

koroがもっとも占く Unua Libr〇中にあり,まもなく RE 

Vortaro 1889にspiritoがあらわれた〇以上の3詰根の 

程々な用法を特別に區別しようとして次第に新しい語根を 

便うようになったので，menso, psikoなどはるかに後のも 

ので，psikoはいまだoficialigiせず,gemutoにいたって 

は一部の試みにすぎ'ない。みんな精神と譯しうるが"nimo 

は宗敎的,spiritoは形而上學的,mensoは哲學的,psiko 

は心理學的對象と學術發達史的にみるのも一面の分類でも 

らう〇 . !

98 ankro 錨〇 F ancre, A anchor, G AnkerくLく 

Gr ankyra.建築上のつなぎ金物，航空機の緊留錨,時計の 

齒車にがし止め,その他いろいろ。

99 anomalio 異常，變則，F anomalie, A anomaly<^ 

an否宦,homalos egala.文法,天文，解剖，數學,光學な 

どで用う〇 Zはこの他にanormalaを使ったが，anomalia 

があれ不必與であらう。

100 anteno 昆蟲の觸角,ラヂオのアンテナ〇 F an
tenne, A antenna, G AntenneくL.なお三角帆桁〇

101 antimono アンチモン 〇 F antimoine» A antim〇・ 

ny, G Antimon<L. Lでまたstibiumとゆう，ゆえにSb・
■

102 antipatio 嫌悪,反感〇 F antipathie, A anti- 

pathy, G AntipathieくLくGr anti kontraŭ, pathos sento. 

參照:simpatio•

103 antipodo 對醮人〇 F, A antipodes, G Antipoden 

くLくGr anti kontraŭ, pod piedo.參照:podagro 脚痛 

風。線を自分の立ってゐる地點から地球の中心點を通り反 

對側にのばしたところに立ってゐる人，すなわち足裏を向 

いあわせにしてゐるわけ〇 Wŭster, Millidgeは人,Plena 

Vortaroは地に使ってゐる。

104 antitezo 對句,アンチテーゼ〇 F antith^se, A 

antithesis, G Antithese<^Gr anti kontraŭ, thesmai meti. 

参照:hipotezo, metatezo 文字轉換,epentezo 插字,音, 

protezo 添頭字，音,diatezo 病的素歿,parentezo; temo; 

biblioteko. Naturo estas granda en malgrandaj aferoj. 

Antinomio の第二項,tezo-antitezo, dialektiko では第三 

項としてsintezo>

(395) 27



池川 淸

思ひ出多き

ストックホノレ厶

ハンブルグ停車場

7月28日朝 HamburgのPaŭloの 

宅を出る。彼女は美人ではないが非常に 

親切である。彼女はS-ro Schultzの友 

人で,私は手紙でSchultzに宿をたのん 

でおいたが,Schultzから丁度その頃は 

旅行中だから,宿をPaŭloの家でとる樣 

にと返事がおったわけで私はPaŭloと 

は初めて合ふのである。彼女はエス語を 

解せないが,英語はうまい。

Paŭloはユダヤの女である。そのために 

小學校敎員の職を奪はれ，今は失業中で, 

ただ僅少の貯へをもとにして一人のイタ 

リー領事館員を下宿させて細々乍ら生活 

を支へてゐるのである。彼女の話のすべ 

ては苦しみであり,諦めで彭る。「ドイツ 

の總てのものは美なり」と答へと私に强 

制する程,彼女の心はゆがめられてゐる。 

現在の苦しみが樂しみになるまで,氣長 

く待ちませうと云ふ程,彼女の態度は生 

を諦めてゐる。

そんなことを氣にとめながら?aŭloの 

家を出て，まっすぐにStacidom〇まで夕 

クシィで走る。

驛につくと汽車がもう出かけてゐる， 

あわててStockholm 行きの人になる。 

よく耕された田野と勤勉なドイツ農夫を 

眺めながら，ドイツの北港Sebznitzに 

着く頃には，もうとっぷり夜だ。しかし, 

太陽は輝いてゐる。北歐の空は美しい。

ドイツ,スエーデン間を結ぶ連結・鉛に乘 

ってデッキを遊步してゐるうちに日はく 

れた。

船ヵ;スエ-デンの最南端Prelleborgに 

酋、・た時はもう何んにも見へなしknokto- 

mezoである。しかたなく,寢臺車に入 

る。三等寢荃は四人一室で,料金も日本 

の二等寢臺位だが,設備も仃本の二等に 

同じ位だ。一人の東洋人がゐるといふこ 

とを知らぬげに同室の三人はすぐに寢に 

就いてしまった。

29日午前7時Stockholm着。だれも來 

てゐない〇驛前で赤帽にCentrale Ilotel- 

】etをたづねると,すぐだから步けとい 

ふ。トランクをさげて步くこと十分，ノJ綺 

麗なホテルがそれである。この汰テルは 

スエ-デンのエス連動の指海者Malm- 

grenのスイセンであったから,番頭に 

Esp-ist の S-ro Malmgren からきいた 

のだといふが"Esperantisto?” "Malm・ 

gren?”とヶゲンな顏をしてゐる。''たよ 

りない奴だな,Malmgren"とどなりた 

くなる位腹が立つ。もうĉambroも豫約 

位してくれてゐるのかと思って，ここま 

で來たのに，应だホテルの方へも交涉し 

てゐないのだ。けしからぬ奴めと思ひ乍 
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らも賴るところがないから,泊ることに 

して二階の一室に入る。早速，一睡しよ 

うとウタタネをしてゐると卓上'竈話のペ 

ルが嗚る。だれかが番臺に來てゐるらし 

い。しばらく待ってもらっておりてみる 

とIner Nordheimといふ靑年が待って 

ゐる。Malmgrenからきいてやって來た 

のだといふ。といふのは僕はねるまへに 

Malmgrenに1®話をしたからだ。一緖に 

中食に行か5といふのである。もうヒル 

か知らと疑ひ乍ら,つれ立って某百貨店 

に行く。

讀者におことわりしておくが,私の日 

記はこの頃はエスペラントのことがすこ 

しも書いてなくて,社會事榮の見學記事 

のみなので,正碗な記憶でないかも知れ 

ないので名前などは特にアヤフヤである 

といふのは,スエーデンは私にはエス連 

動よりも社會事業の方が遙かに興味を引 

く程參考になったからである。私をして 

獨白せしむれば,世界で最も社會施設が 

普及してゐるのはスエーデンである。イ 

ギリス,ドイツ,フランス,すべて舊い。 

日本に移す程のことはない。餘り專門的 

になるから多言はせないが,要するに北 

歐の花スエーデンは私に餘りによい印致 

と興味とを與へてゐる。

百貨店の食堂で Nordheim と卓をか 

こんでゐると一人の靑年がやって來た。 

彼はSvedujo最大の新聞Cといっても 

大朝や大每の五分の一ほどしかない） 

Social Demokraten の記者 IIarry Borg- 

lundで込る。彼は私に東の國の夢をきゝ 

たいと云ふ。私は彼に今迄日本について 

何んなことを知ってゐるかとたづねた。 

彼が何んと答へたかは記憶にない。私は 

日本は議會政治の國で,世界で一番生命 

と財產を保證してくれる國であるから決 

してファッショではないと云ふと,浸略的 

な國民とちがうかとたづねる。成程,滿 

洲事變以來歐洲では日本を侵略的だと想 

像してゐるかも知らないが,私達日本人 

は平和上義者で戰は嫌ひだが,致し方な 

くホコをとったのだと，滿洲の民族問題 

と政治問題を亚明してやると,成程よく 

判ったと握手をする。英語の通じない國 

だがBorglund君は少しゃれる。ホテル 

迄來て鳶眞を持って歸った〇

午後Stockholm の市中を一人步きし 

て夕食をすませると,誰かがやって來て 

Esperanto-kunveno に 行かうといふ〇 

ついて行くと,舊い城の樣な感じのする 

クラブの一堂で,カヾリ火の樣に,アカ 

アカとした室がある。それがkunvenejo 

である。一同はもう揃って私を待ってゐ 

る。今夜は丁度ストックホルムのエス大 

會だといふ。

その席上で初めてしSinhaに會ふ。 

彼はインド人で,スエーデンに來てから 

もう十年近くなるといふ。箸書にHindo 

rigardas Svedujonがあるから,スエー 

デンの全貌は, それによって讚すれたい。 

彼の?aroladoは仲々iŭj白いもので,有 

名である。二人の東洋人が期せずしてー 

堂に會した。スエーデン人は吾々二人を 

見くらべてゐる樣に思へる。日本人!!そ 

れは今や全は界を睥規して東洋の盟主で 

あり,インド人!!それは正にイギリスの 

膝下から脫せんとする幼兒である。

私は心の中で,そんなことを云ひ乍ら 

salutoをして,次に一同のやってくれる 

餘典に見いってゐると,一人のbelafraŭ- 

linoが近づいて來て,いかにもhonteme 

に私に"Cu vi estas S-ro Ikegawa el 

Osaka?”とたづねる。私は長らく kores

pondadi してfotoで見てゐた F-ino 

Agnes Nilssonであることを直感して, 

li Ĉu vi estas F-ino Agnes ?tf といふ 

と如何にも娘らしく amindeに折舞ふ。 

今まで,スエーデンの託兒所や秋會事業 

の本を一番よく送ってくれたのはこの 

Agnesである©
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私は多くの感激と感謝の氣持ちを 

Agnesに捋ってゐるが,今はそれを語る 

べき時でない。

30日,前かり手紙と原稿をかき,第三 

囘國際社會專業大會の報吿を大阪市役所 

におくろ。何やかやと送料が3圓35錢 

とら扌しる。スエーデンは郵稅の高い國だ。 

おそらく,こんな國では出版事業や通信 

事業は發展すまいと思ふ。

午前10時頃Fraŭlino Horlinとつれ 

立って託兒所や私生兒保護所を見學に行 

く。この託兒所の託兒は40人で保姆が 

7人ゐるといふからおどろぐ。日本なら 

70人の託兒に保姆が3人か4人である。 

「ケ月の養育料が25, 70,100クラウン 

の四種で父母の收入によつて隔;別がある 

また,スエーデンでは花柳病にかゝる 

と無料で治療される。といふのは花柳病 

は肺病と同樣に近代文明病で社會病であ 

るから，放っておくとふえるおそれがあ 

るといふ。勿論私營病院へ行くと高い治 

療代がボラれるわしい。無料は公營の病 

院に於て¢ある。

また,ストックホルムには賣春婦が多 

いそうだ。これはほんとうらしい。若し 

性病にかかってることを知り乍ら女が身 

を或ると六ヶ月の禁錮に處せられる。ま 

た男の場合も同じである。それほど，暮 

しやすい國は性病に惱んでゐろらしい。 

或ひは,性病ボクメツに努めてゐるのか 

も矩れない。

そんな話をきいてホテルにもどり中食 

をして，タバコを買ひに外に出ると,何 

んと,日本の曉cアカッキ）が陳列されて 

ゐる。値をみると1圓20錢だ。これに 

はおどろいた。日本でなら12錢（その・ 

當時）だかりね。諸君!國產愛用だぞ。

夜はJohn Skultの宅へ招かれる。私 

は5時頃に來いといふからAgnesとー 

緖に出かけて,きっと夕食を御馳走して 

くれるのだと思ってゐた。ところがコー 

ヒーと ケーキで, いつまでたっても夕食 

らしいものは出ない。しかたない,夜の 

10時頂にSkult氏の宅を出てAgnesと 

ĉefa stratoに並んでゐるRestoracioで 

オムレツをとる。そのうまカゝったことは 

この上なかった。Agnesの家は遠い。私 

達は，いそぎ足でバスののりばまで來て, 

Agnesを車にのせて,私は反對のバスに 

のった。風俗習慣の異なる國へ來ると腹 

の蟲もビックリしてゐることだらう。

XXX
今夜はSki】吐の宅ではSkult夫妻と 

娘，そ和にAgnes及びその友人で托兒 

所のinstruistinoをしてゐるfraŭlinoと 

小生が集ったわけである。私は日本から 

小供の畫とエノ、ガキを持って行き皆んな 

に與へてやった。彼女達はtre1ろこん 

でゐた樣だ〇

Skultは純碎のlaboristoで赤くもな 

し,黑くもない中庸の思想をもった，金 

屬工場の職工さんである。彼は親切な性 

格と,あくまでも貫くといふ信念をもつ 

た勞働者である。赁面目な彼が私にさゝ 

やいた日本觀は次の如きものである〇そ 

れは,私の豫期とは全く遠いものである 

が,一北歐の勞働者が，日本を如何にみ 

てゐるかを知る,よき他山の石であらう〇 

XXX
先づ，日本は植民政策が非常にうまい 

といふ。何故なれば，滿洲も蒙古も,最 

初に日本の商人が行って,安く物を土民 

に與へるから土民は自然になつく樣にな 

ってくる。そこへ政府をこしらへてしま 

うといふのである。私は,滿洲事變のそ 

ういふ見方は初めてきいた。實は滿洲は 

これこれかくかくの理由で璇立したのだ 

と說明しても,スエーデンの新聞にはそ 

んなことは書いてなかったといふ。これ 

にはまゐった〇

次に日本人は非常に聰明な人種だとい 

ふ噂をききったへて,その爲め世界が恐
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ストックホルムにて午後7時半 

右から F-ino Skult
F-ino Nilson
Sro Ikegawa

れてゐるのだといふ。成程,この睨は私 

も世界の到る所できいた。特にSkultか 

らきくまでもなかった。私は相當心安く 

なったEsp-istoから,直ぐこのことを 

きかされることをofte紳驗した。

日本人は將に世界一の優秀な人種であ 

る。ドイツ人もそういふ者が多い。私は 

譴者と共に錚かに反省して,名實共に日 

本を世界一にしたい。しかし決して慢心 

してはいけない。オゴルもの久しからず 

のproverboがあるではないか〇

讓受度 Batado de P Vivo, Genezo, Psalmaro^ Sentencoj de Salomono, Predikanto. 
讓渡條件を學會編輯部までお知らせください。

廣吿

Sapo por esperantistoj ★エスペラントの實用價値宣傳の爲,御 

常用に,御進物用に,同志各位の御支

援を心から

黑砂糖入石鹼（浴用）

b 配合サレタ黑砂糖ノ持ツnaturaナ 

遲无美化作用ト快適ナ觸感

2 植物油ゲ主・?料トセル適度ナ起泡

3 簡累ナ包技;高雅ナ芳香

4・ 包裝荻二 „SANiGA KAJ NUTRA POR 
VIA HAŬTO**  /エス文字入

& 和エス兩文ノ說明書添付

★下紀の如く純卸値にて直接製造て場から皆 

様の御手許へ

打數 Prezo
〒

內地
打數 Prezo

〒 

內地う

1
4 25 .10 li 1.30 30
1 
J •45 •14 2 172 38

1 •90 •22 3 2.54 •46

〇見本ーケ……3錢切手4枚

◎ ｝打以上は切手代用御断申匕ます。

名古蹄•ぷ鲁屋篇品大正石鹼製造所
一 電話東局2398 （外務部）一
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王雨卿君を惜む

臺南エスペラント會

呂 聽 田

吾々の最も尊敬する同志王雨卿君は不幸にして三十 

二歳を一期とし,昭和十三年六月十六□午前七時三十 

分遂に歸らぬ旅に上られた。その時その枕邊には最愛 

の操夫人以外には誰も居なかった。淋しくはあったが 

しかし君に取って幸福な旅立ちではあったであらう。

嗚呼!囘額すれば總べては悲しい,思ひ出だ。大きな 

帝望を以て君とEspを學び始めたのは昭和四年の夏 

だったがまだ二三日前の樣な氣がしてならない。君は 

ノヾなるザメンホフ博士の崇拜者であった〇優秀なる少 

壯博物學研究の學徒にして長老敎中學の敎師をしてゐ 

られたが,多忙なる□常生活の餘暇を見出してはEsp.
の硏究に耽って來られたのである。君の物爭 

に對する硏究心たるや實に驚異の外なく，わ 

づか初等敎育しか受けなかった君が，獨學を 

以てよく中僚敎員の免狀を獲得出來得たのを 

見てもその一端をうかじふ事が出來るであら 

う。從ってEsp.に關しても幾年ならずして 

自他ともに許す一かどのEsp-istoとなり彳那 

たのであった。乂自ら硏究をなすと共にその 

普及獎!KJを忘れなかった。臺南エス會には多 

大力努力を拂はれ常に同志の糾合に,指導に 

骨を折られたのである。同會を今日あらしめ 

たのも實に君一人の力であったと云ふも敢へ 

て過言ではなからうと思ふ。又蛊南師範學 

校内の啓南綠友會■は實に君がその生みの母で 

あり，育ての親であった。多數優秀なる學生 

Esp-istoをこゝに於て育てられ,初等敎育者 

として臺灣全島にちらばって疔く彼等ら手に 

綠星旗を托してはその宜傳普及に協力を乞ふ 

たものであったC尙ー•般大衆へは積殛的に働 

きかけ,展覽會を開いては斯語に對する理解 

の促進に,將學窗の獎勵に，あるひは講習伶 

の開備をなしては白らその指短に當られる等 

並々ならぬ努力を拂はれたのである。特に當 

局との連絡や,特殊爭情下ある當地の爭故, 

常によき理解を得る爲に拂はれたる苦心は實 

に察するにあまりあるものがある。

君め幾多の業跡中に特に燦然として不滅の 

光を放つてゐるのは,昭和九年の;S,會誌I綠 

の島」の第二囘目乙刊行をなされた時である。 

同志の少ない第會に於てその材料の貧弱なる 

ことは當然であり,實に一同の惱みの種であ 

ったが,豊富なる君の詞藻はよくその足らざ 

る所を補ひ,豫期以上の結果を得る事が出來 

たのである。わづか三十頁足らずの小册子で 

はあったが，地方會统としては何處へ出して 

も遜色のないものであった。その內容の三分 

の一は君の筆になったもので,編輯から印刷, 

校正に至るまですべて君のチを藉らざるはな  

かったのである。最近には第三囘口の發行を 

計甕し,その材料の蒐集に着于し,業半ばに 

して览れたQはどんなにか心龜りであったら 

う。

あ、君逝いてより早や一月に垂んとする。

君をりしロの數々の出來事は券髯として吾々  

の眼前にちらつくのである〇會員一同の樂し  

みにしてゐた週二囘の會合も君の存在ちりて 

始めて三ヶ年も繼粧し得たのだ。流暢なる會 

話は皆の讃美してやまなかったものだ。篤厚 

親切,もくもくとして努力する君は吾々の崇 

拜の的だった。指導者としてはよく金を引き 

締め溥き行く君は杏が會の杖であり柱であっ 

たのだ。

前途多端にして尙千里を行くの感ある吾が 

會から君を失ひ吾々の愛するEsp.から君を 

なくしたことは只に吾が會のみならずエス詔 

界の一大損失であるといへやう。

しかれども運命は人力の如何ともすること 

が出來たいのである。君は神より與へられた 

る仕事をなし終り安らかな眠りにつかれてゐ 

る卞であらう。吾々は必らずや君の志を受け 

繼ぎ,君が心として吾が會の爲,否エス語界 

のために全身全靈を捧げる覺悟である。若き 

御靈よ靜かに!氏られんことを。7月15 n
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この小論は,さきに學今から發表された 

聲明書广非常時とエスペランチスト」と 

前後して書かれたものであって，從って 

今日では餘りにも门明の部分が少くない 

し,それにその根本的な精神に至っては 

學會■嫁明并の屮に十分生かされてゐると 

みてい人と思ひます。

然し,問題は學會,ひいてはII本エスペ 

ラント運動の今後の將來を方向づける重 

大性を持ってみるので,會□諸氏の間に 

廣く諭議されるための-・つの契機として 

¢も役立ち得るならばと考へて,またそ 

れにこの私の小論が,部分的には學會聲 

明書の一つの解說の役割をも果し得るの 

ではないかと思ひ,時の變化による小訂 

1Eを加へて,敢て皆樣の是非を問ふこと 

にいたしました。賛否何れにしろ，皆樣 

の御批判を期持して居ります。

日本エスベラント運動

の1 I iiHilliiljllm!! 啣刪 1間:

現狀ミその動向に就て

HIHI 伽 111刪111111IM皿皿!■IHlUHimHl皿

•その扌旨針に就ての一私見・
IIIHIHIIIIIIIIIIIHIIIII!11111111111HIIIHIHIIUI!1111111111111111111111Ilii!

.......................增田英-

山川山IIHHHII川川111111川 II川111山川川11山川1川山川 HHI”

1.轉換期に立つ

日本エスペラント運動

今口，日本工久ペラント運動は重大な轉渙 

の時期に立ってゐる。

過去に於てエスベヲント運動は旣に30有 

餘年の歷史をH本に有してゐる。そしてそれ 

は,決して必ずしも安易な道ではなく,實に 

小坂先生その他の我等の俊大なる先進者達の 

苦鬪と□己痰牲の努九とが克ち得たものであ 

った。 •

思ふに，エスペラント運動の歷丈は，また偏 

見と無理解とに對する啓發の歷史であった。 

我等の先進者逹は,この啓發の歴史に於て， 

よくエスペラントの國際語としての實用的價 

値を實證し そして言語を異にする各民族の 

間にその精神的な結びつきを確保「ることの 

全人類的意義と，そのための最も大きな介理 

的手段としての國際語の効用とを擁護して來 

たのであったCそして今日,その限りに於て 

我々は,魏者逹の努力の大いなる結實を見 

るのである。何故ならば,國際生活の分野に 

於ける國際語の必取と映際話としてのエスペ 

ラントの優越性とは,今日に於ては旣に一段 

の常識とさへなってゐるからである。例へば 

昭和11年2月施行の第19囘衆議院議員總 

選擧の際の立候補者800餘氏に對しエスペラ 

ント採用の賛否を求めたところ,囘答者"〇 

數氏の中反對者は僅かに6氏に過ぎなかった 

事實が,これを端的に物語ってゐる。

我々の祖阈日本が，國際生活に登場したの 

は未だ決して古い歷史ではない。然し,それ 

にも拘らず，その優秀なる民族的性能と不屈 

の努力とは，政治に・文化にその後進性を淸 

算しつつ鳶異に足る躍進をなし遂げ,今日嚴 

然として指導的民族としての存任を世界に壬 

張しつつあるのであるが，我々はこの我が日 

本の國際生活の伸展の過程に在って,我々の 

言辭的機能を通じ,その限りに於て・能ふ限仆 

の寄與を志し，その文化而に於ける些かの貢 

献をなし得たことを省り見て喜びとしたい。

この先進者逹の献身的な指埠による我がH 
本エスペラント運動に對して比,その間日本 

の文化運動•般を性恪づけ・特散づけて來た 

歴史の制約の必然性は，同時にまた,その港 

史的な性格と傳統の形式を不可避にして來っ 

たのであった。

かくの如く歷史は常に文化を制約して來っ 

たのであるが,今日その歷史の新たなる發展 
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が,獨り我がエスペラント運動のみならず， 

日本に於ける文化連動の全體に對して,大い 

なる反省を耍求しつ、あるのであって,從っ 

て障大なる今日の歷史的現實の正しI把捏に 

よっここそ,我々の新たなる前進が止しく規 

定し・决定され得るのである。

2現下事變の進展ご

文化運動

何人も知る如く今時の日支事變け,昨昭和 

12年の7冃7日蘆溝橋に於ける日支兩軍の 

軍事的囲突に端を發したのであるが,その後 

の發展は戰火全支を蔽ふに至り,瑕力:車の神 

速•偉大なる進軍と戰果とは全世界を震憾せ 

しめつつあるのである。

然し,事變今後の見透しは必ずしも樂觀を 

許さず,今日の國際情勢の現狀と蔣政權の執 

拗なる抗日意欲とは，今時事變をして長期載 

として磁せしめてみるのである。だが一度 

扌曷げわれた我等の理想精神•抗日勢力の曆徴, 

支那の再建,歐米的資本主義的轍からの東洋 

の解放を今時事變の眞意義とする聖磯の旌旗 

は,斷乎として守り進められねばならず,そ 

のために耍求されっゝある一切の困難と障害 

とに鬪ひ克っことが,國民的な義務として今 

日我々に義務づけられてゐるのである。

ここに今日の『國民精神總動員』の眞意義 

があり,我々はこの國家の耍求に應へて，總 

カ戰としての今日の戰爭を眞に戰ひかたしめ 

るために,一切の我々の物心兩面の全肓自力を 

總動員してこれを支持す可きであって,また 

ここに國內體制の再編制•統制政策の强行の 

不可避的な緊急性が存住するのである。

長期總力戰の今時事變下に於ては,戰爭と 

國內改革との結びつきはその發展と共に必然 

であり,今や國內SŜ制の再編制と統制政第の 

强行とは,不可避にして唱至である。そして 

それは政洽•經濟の領域のみならず，文化の 

領域に於ても同斷であって,近代戰爭が思想 

戰の一面を持つことを考察するとき^?に然り 

である。

ここに於て,我々は,今時事變が持つ進步 

的意義を明確に認識し，日本に於ける文化運 

動の一翼を擔ふ者として,偉大なる現實の敎 

訓の询に躊躇すず，現實に基炎づけちれた・ 

新たなる發展のために,我が日本エスペラン 

卜運動の從來の動向と皑勢を,今日の歷史が 

耍求するものとの間に間然するところなから 

しめねばならぬ。

3 .我々の自己批判に就て

從來の日本に於ける文化連動一般の最大の 

缺隔は,約言すれば,國民生活そのものから 

の游離に在ったといへるのである。

もとより,献身的な我々の先進者達はいふ 

迄もなく,我々もまた,そのそれぞれの文化 

的領域に於て決して不奠面目ではなかったし 

また怠慢でもなかった。然L,それらのそれ 

ぞれの文化的な硏鑽•活動も，それ自體の歷 

史的な文化的寄與はもちより正しく評價さる 

可きでちるが，畢竟rるに國民生活そのもの 

から切睡され・抽象化さ九た文化人としての 

特殊な立場のそれであったのではあるまいか 

我々は今日の够肅なる現實の前に,このこと 

を深く內省せねばなうぬ。

エスペラントの運動にかへって考へるとき 

我々はそれの持つ國際性の認識が一方的でち 

ったために,脚下の現實を踏みしめ•日本的 

な現實に也應することの敏感さを缺いてゐた 

のではなかったらうか。いひかへるならば, 

國民の一員としての生活とエスペランチスト 

としての文化生活とが,果して渾然として一 

元的に密着し,眞にB本人エスペランチスト 

としての自己を育てて來ただらうか。勿論, 

例外は問題外として一般の問題として論ずる 

とき,遺憾乍らその足らざるを認めざるを得 

ない。

或る畏敬す可きーエスペランチストは言っ 

た。『過去の我々は,極言が許さるるならば國 

際匸義の一本脚で立ってゐたといへやう。然

し今日,それではいかぬ。我々は臾に民族意 

識の一抑を加へることに依て本來の2本脚と 

なり，現實の大地を踏みしめねばならぬojと〇 

蓋し，己九を內省し・これを知る至言ではあ 

るまいか。もとよりŜovinism〇は卑しめら 
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る可きであり，また1nternaciismoそのもの 

は決して誤りでなく，言語と民族の墻を越へ 

て,全人類の精神的結合を理想とする・エス 

ペランチストの精神は貴い。然し,我々は從 

來,抽寒的な世界主義の昂歪の中に,餘りに 

も自己を忘却し過ぎはしなかったらうカゝ。先 

づ日本そのものの意識に立ち，日本そのもの 

の現實を踏みしめねばならぬ。我々が赧:も痛 

烈な內省の資として,一畏友の言糜を全國の 

同志错君に送らうとする故因はここに在る。

然し,ここに重ねて全國の同志諸君に考へ 

て頂きたいことは,我々がここに展開した自 

己反省は,決して我々が過去に於て積極的な 

『惡』をなしたことを前提としてのそれではな 

いことである。從って我々の自己批判は,思 

想犯的なそれではなく,またその必夏もない 

のである。

我々の自己批判は爲く迄,今日の歷史的現 

實に正しく卽應し新たなる使命意識の下に 

力强く再出發せんとする時に當って,過去の 

足らざるを省り見やうとする•前進のための 

それでなければならぬ。そしてかくの如きが 

今日,日本文化運動の一般に耍求されつつあ 

る正しき反省の道なのである。

4.日本エスベラント

運動ミその動向

□本エスペラント蓮動の今後の動向の核心 

は，現ドの歷史的現實をハッキリと認識する 

ことに在るのであり，そして我々のエスペラ 

ンチストとしての文化生活を,國民生活その 

ものに密着・ 一元イ匕せしめることによつて, 

一切の出發が決定されるのである。

ここに,我々もまた，H本民族の一員とし 

て,且つその文運の一翼を擔ふ渚の誇りに於 

て,現下の歷史的現實が國民に要求し,特に 

文化運動に期侍するところに正しく應へ,文 

化蓮動の立場に於ける國策協力への道を,今 

後の根本方針となす可きである。

然しいふ迄もなく，我々はあく迄學術團體 

としての本分を忘れてはならず,特に國際語 

エスペラントの研究及び普及宣傅の團禮とし 

ての撤能を自鈕し,そこに我々の正しき國際 

協力への形態と限界とを明かにせねばならぬ 

のである。

學會規約第二條には『本會ハ國際語エスペ 

ラントノ普及發達ヲ圖ルヲ以テ目的トシ併セ 

テ國堞語エスペラントニ依ル我國文化ノ世界 

的發揚ニ資センコトヲ期ス』と明示せられて 

ゐるのであるが,我々の國策協力への正しき 

道は，あく迄文化の領域の中にこそ見出され 

ねばならぬ。何故ならば,孤立せる時苟ド日 

本の現狀に於てこそ，日本の立場に立てる• 

正しい文化の閘明とその發揚が最も强く耍求 

され,日本文化運動の當面する任務として貶 

り上げらる可きであるからである。

卽ち，我がエスベラントの持つ言語的機・^, 

その國際語としての合理性が,日本文化の擁 

護の立場から取り上げむれ,强く世界に主張 

せらる可きであり,ここにこそエスペラント 

運動の日本的意義の問題が存在する。また我 

々の活語的機能・その國際性を武器としての 

海外に對する日本の立場の闡明が,我々え新 

しき任務として確信的にとり上げらる可きで 

あり,ここに日本文イ匕運動の一翼たる國肆語 

エスペラント運動を把ふ者としての,正しい 

國第協力への道が存在するのである。

然もこの我々の新たなる方針は，今H單だ 

る抽象的な原則としてでなく，旣に現實の動 

向として徑踐されつつあるのであら。

試みに,最近に於ける學麒を中心とすろ我 

がエスペラント運動の動向を振りかへってみ 

やう。

今年に入って,學會の内外に時屁對應の聲 

が高まり，學會に於ては,その宣傳部門を擔 

當するエスペラント運動後援會が逸早くこの 

•問題をとり上げて,その3月14日の幹事會 

に於て第3年度の事業方向を國策の線に添は 

しめろことを決定し，さらに4月17日の緊 

急理事會に於てこの方針が正式に學會の名に 

於てとり上げられ,決定されたのである。更 

にその間,外に對して我々（ま,當局に對する 

我々の眞意の徹底と完全なる融和•協力を目 

的とした努力を進めて來たのであるが,それ 

は從來,ややともすれば對當局•對社會的に存 

在してゐたエスペラントとその運動に對する 
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誤解と隔絕とを,この際H來る限り拂拭して 

官民協力の新たなる體勢の下に,運動を圖る 

ことの正しさへの舷信に基くものであったの 

である。

その貝盤的な發展は,旣に『エスベラント』 

諾上に幾度か發表せられたやうに,數次の當 

用各方面との懇談會開催その他となって現れ 

たのであるが,その間我々の信念と誠意は十 

分に各方面の諒解するところとなって,ここ 

に我々が新たなる立場に立って，自由に活動 

の步足を伸し得る舞毫が形成されたのであっ 

た。

なし後援會の國策對應の事として取り上げ 

われてゐる•我國の國情・文化の海外宜傳及 

び我か國策と東亞の現狀に對す乙梅外の誤解 

の一掃を目的とした出版活動關係の电のとし 

ては,その內容に就て未だ壌討を要するもの 

力;あるとはいへ.既に6種のパンフレット類 

が發行•世界に頭布され,なほ今後に於ける 

諸計畫が用意せられつつあるのである。

いふ迄もないことてはあるが,特に一言し 

たいことは,我々のこの國策對應の新方針が 

斷じて時流に阿ねる態の自己防衛的な消極性 

のものであってはならぬことであって，我々 

はあく迄自主性と積極性に裏付けられた信念 

と確倩の行動を以てその方針の蜜行に當る可 

きである。

何故ならば,この新方針によってこそ，躍 

進する日本の動向の線に添ふて我がエスペラ 

ント運動を更に發展せしめ,我々の運動が國 

際精神と民族意識との兩脚の上に立って，虞 

に歷史的現實を踏みしめたものとして基礎づ 

けられ,躍動^る民族的感情との・その生々 

しい交流によって,エスペラントをして初め 

て國民大衆のものたらしめ得る現實の條件を 

確保し得るからである。

5 •當面する我等の課題

我々の國策に應へる正しい道は，嘗ての我 

々の運動の扌寺てる諸缺陷を補ひ，あくまで工 

スペランチストとしての立場に於て,その文 

化的建能を蹑大限に生かすことによってなさ 

る可きであることは，旣に我々の知るところ 

であるヵ;,なほその我々の新たなる動向を， 

狂に力强く成果多きものとするためには,エ 

スペランチストの全勢力をこの目的の下に總 

動員することこそが,最も望まれねばならぬ。

從って,我々の當面する最も緊急の課題は 

對內的にはエスペランチストの大同陶結が第 

ーに指摘されねばならぬ。我々は,新方針の 

下に新たなる動向に進みつつある日本エスペ 

ラント學會を中心としての・より緊密な結集 

が,今日こそ最も重要な意義を持つことを全 

國の同志諸君に訴へたい。

さらに,職業別•學業別の專門團體（例へ 

ば現存の鍵道エスペラント會，科學者エスベ 

ラント協會の如き）の問題が，一面我々の運 

動をより具磴的に 民生活そのものに結びつ

けて行くために,また我々の國策對應の體勢 

を强化する道として,新たなる角度から取り 

上げらる可きであらう。

第三に，我々の立場からの國際就善への國 

坦外交協力の活動が考愿さる可きであらう。 

我々は旣に，第12囘オリンピック及び萬國博 

置會の海外宣傳のための活動を準備したので 

あったが,それは當局の止むを得ざる中止及 

び延期の聲明により一應驶止めとなった。然 

しかかる態度は,我々の力に應じて,今後の 

問題に生かさる可きであり，なほかかる問題 

として特に地方同志諸君の切實なる關心と熟 

琴を煩したいのは，後援會の事業への積極的 

な協力•より適切にいへば自分達自身の璃茉 

としてのその分擔に就てである。

從來,後爰會の記畫になる各種の對外宜傳 

の事萊には,計畫•出版•耀溼等その全面に 

涉って,ただ中央でのみ取扱れ，这接的には 

殆ど地方同志の協力・分擔の瓮地が無かった 

のであったが，これでは我々の依て立つ國民 

外交見地から決して十全の態度とは言ひ難い 

のである。

それで，今日未だ一個の私見には過ぎない 

が,地方同志の現存の對外友交の線を通じて 

の自主的な頒布活動の組織を提唱したいので 

ある。勿論そのためには，それぞれの地方の 

情勢や特洙事情なりが十分に考慮され，それ 

に應じて任意の形態と方法がとられていいの 

であって,必ずLも朗;一的な組織による必要 
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はないのである。

例へばlokaj grupojヵ:後援會と述絡して 

そ兀對外出版物の供給を受け,さらにその成 

員が持つadresojを蒐集して,口からその活 

動を掌ろことも大いに結構であるし,また地 

方同志がその周圍の同志はもとより,出來得 

るならばneesperantistojまでを・ゝ勸めて, 

その活動のための獨自の『頒布會』組織を作 

らナしることも考へらる可きであら5 〇

そしてかくてこそ,國民外交的立場に立て 

る我々の事業が,全學會的規模に於て遂行さ 

れ,初めてその名に相應い儀勢を持つこと 

が出來る許りでなく,ひいてはneesperant

istoj の關心を昂め得ることによって,社會的 

な正しい評價が期待され得るので法るし,ま 

たこの活動を通じて中央との連絡が有機化さ 

れ,中央•地方を貫く同志的紐帶の强化も約 

束され得るのではあるまいか。

その他の匸要なる問題を擧げれば,我が工 

ス ラント運動本來の文化的內容を巴饒化t 

るために,より緊密，有機的に學術諸曲體と 

の提携協力の問題力:考慮され,特に言語關體 

の立場に於て，國語改奄の事菜への積極的な 

參加がなさる可きである。

さらに,國民精神總動員運動の重要なるー 

部門を受持つ厚生運動への協\力——勤勞靑少 

年の餘暇及び農閑期の善用•心身鍛鍊のー課 

程として,エスペラント學習の持ち込みが, 

今後の我々の重要なる硏究課題となる可きで 

あらう〇

對外的には,旣に我々によって實錢的に肛 

り上げられつつあるI B本文イ匕の紹介,II日 

支霑變の翼意義の闡明を主要temoとする對 

外宣傳の活動が，より確信的に繼續せらる可 

きである。殊に文化團瞪としての立場から， 

我々の今後の活動の甫點はより多く前者のも 

のにおかる可きであらう〇

なほ今後の問題としては,我々の對外活動 

の重要なる一場面として,對支文化工作への 

協力•例へば中國エスペヲント運動の再建へ 

の協力による日支インテリゲンチャの提務の 

問題誓が,單により積極的な國策對應の道と 

してのみならず，東洋文化の再建設といふよ 

り髙い立場からとり上げらる可きであらう。 

然し,問題の性質上,その實行に際しては我 

々の力の正しい評價とそれに基く方法と方向 

の見究めとそして軍當局の了解とが缺く可か 

らざる前提の條件となり,愼帀なる考慮と時 

機り選擇とが要求さるろであらう。

（6月20日記）

註12月27日,東京地方保護觀察听に 

於ける,所長平E勅氏を團む懇談會 

（『エスペラント』4月號參照）。4月 

15 ii,平!n所長の招待による,同所々 

員諸氏のための講演會。4月30「1同 

所主催の脊察當局との懇談會「『エスベ 

ラント』6月號參照）

註2『良識と支那爭變』〔エス文、,『支那爭 

變所感』メゼイ博士（エス文）,『東洋平 

和の道』rエス文,『外相議會演說』廣 

田前外相〔エス文），『奉變尸日本の印 

象』フ7・レール（工■ス文）,『非常時局と 

エスペラント』平田勳氏。

國際尋ね 人

ポーラ

エスペラントを通じて,ポーランドか 

ら苓ね人の依賴が,別府のエスペランチ 

スト武田信義氏あてにあった。

依賴者はヘレナロブスカ・ ロプスキー 

と いふ老婦 人, 咄ね人は,そのi子•でポ 

イシェク君,探し出して遺産を譲りたい

ンド人

とのことである。18年餉0920年）日本 

をめざして故國を出たaリ消息不明でお 

るといふ。九州または朝鮮あたりにゐる 

らしいとのことであるが,心當リの人は, 

別府市朝見字上畑武田信報氏宛御一報願 

ひたい。
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〔公 告〕

エスペラント運動後援會

一・ 報告（第三年）4

★第!4囘幹事會7月29日（金）7.00- 
10.00學會にて。

（出席）三ツ石,佐々城,岩下,伊藤 

江上,萬澤,石堂,石川，增田，酒井の各 

幹事。ならびに,三宅學會書記。

〔協議•決定事項〕•’’ .

〇6月19 H,「臨時學會役員會」にひき 

つづいておこなはれた木會韩事會で,對 

「駕博I •「オリムピック小委員會」に，三 

ツ石•三宅,岩下•酒井,石堂•增田の 

六委員が選出され，すぐる東京,「日本大 

會」・「實業分科會」へ出席されたことの 

ある佐々木「萬傅」事業課長らと連絡し 

て,いよいよ本格的な連動にはいらんと 

しつつあったこの方面の仕事は,當分の 

あひだ見合はせることになり,本「小委 

員會」もひとまづ解散することになった。

◊外務省情報部よb,補助金三百圓を

うける。この金は，ながらく決定をみる 

にいたらな炉った,支那における文化• 

救護工作現況の寫眞帳作製の費にあてら 

れることになる。 • …

なほ,寫眞は,外務省所藏の最新版中 

からえらび厂したものをもってする。

◊本誌上でも,すでに，おなじみの平 

田勳氏が,近く,滿洲國政府へ赴任され 

ることになってゐる。

よつて,幹事會では,滿洲エス運動發 

展のため，平田氏のお力を藉りるやう, 

在滿本會各會員人手紙することにした。

◊學會評議員,本僉幹事,TEK委員 

久保貞次郞氏が外遊される。

同氏の行く先々へ,本會の出版物をお 

くることになってゐる。そして,同氏の 

素晴しい機關銃エスペラントにものをい 

はせていただく筈。——酒井ーー

第三年度後援會寄附者芳名 （敬稱略）

自6月25 H龙7月30日

名古屋由比忠之進 

柬京クララ會

10圓
大 連 n 太郞 2 圓
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腹臟なき懇談

取締當局に大阪エス會見解を披瀝

かねて池川淸氏から,人阪エスペラント會 

の常任幹事に對して，一屣,府の外哂課,特 

离課,並に大阪憲兵隊の防牒係の方々とータ 

エスペラント運動に就いて懇談會をやっては 

との話があり,一同その日を待ったわけであ 

る。

7月2日午後5時から大阪西區信濃«5の早 

稻田但樂部で,いよいよ待望の第一囘懇談會 

が開催されることになった。當日御出席の方 

々は,大阪府より外事課歐米係長武良警部• 

澤田警部，平野通譯,並に特高課思想第一係 

長林警部,大阪憲兵隊本部池島憲兵准尉の諸 

氏。エスペラント會よりは國際エス協會を代 

表する進藤靜太郎,大阪市役所觀光係卞任の 

池川淸，商工省技帥の桑原利秀，大阪千型山 

放送所長橋FH慶造,伊戯幸一,兒島壯一,外 

數氏。

まづ,池川氏より怒談金開催にいたる經緯 

について『エス運動が從來，當局と相反濫し 

てゐたのは連絡に當る人がなかったためで, 

これでは非常時下の國際宣傳報阈の點からも 

遺憾であると考へてゐる際に,突然，祉脅寧業 

の分野から戦光關係に轉勤することになり, 

府の澤田さんとも武良さんとも屢次會ふ機會 

に,懇談會のことを堤案した處,御怏諾を得 

たので』いよいよ,本席に御列席願ふことに 

なったと，詳細な說明あリ,ついで,府側よ 

リ澤田警部よりも從來の當局の態度について 

萬全でない點もあったと,大いに今後のエス 

運動と巒1察とめ協力につきカ說されて,池川 

氏の司會のもとに懇談に移った。その要領は 

次の諸點で为る。

1） 非阈氓的分-了・をエス運動から發生せし 

めない樣特に當局と連絡協調するにと。

2） 外風のスバイに利用される樣な通信を 

せないこと,例へば工場の生産,耍塞の 

寫直,國内の物資狀態第は絕對に通信せ 

ないこと。なぜかなれば,外网のエスペ 

ランチストにも多數;のスパイが居ること 

は過去の調査により口明である。

3） 工場勞働者のエスベフント通信は特に 

スパイ關係に注意し,和手の何者なるか 

が不明なるために替戒すること。

4） 注意を要する質問等あれば•當局に相談 

の爲，該文書を提出すること。

5） 警察官に可及的エスベラントの知識を 

普及,するため適當な方法を講ずること。

6） 軍言民介體のエス運動を起すこと。

7） 今後時々懇談會を開催すること。

COES報導部丿

後援會の近刊書 I
事變後救濟事業寫眞帳 !

外務省から補助金

エスベラント運動後援會では，次囘; 

出版物として,支那净變中の皇軍の救 ! 

濟事業の爲眞帳を出すことに決定,岩 

下幹事長の奔走により,外務省から資 

料を供給され,補助金300圓を下附さ 

れた。
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第26 日本エスベラント大會準備委員會中間報告回

Antaŭkongresa amikiĝa te-kunsido 
にはpropono 其刀他に付いて一切Q打合せ 

のため各地方•倉Q代表者はなるべく前Hに來 

名の上，この會に出席して下さい。・

Informilo第1號はすでに各地方會へお 

送りしましたが,更に御入用の方は準備委員

藤澤氏の海外放送
本誌8月號で報逍した腔澤親雉氏の講演の  

海外放送は,豫定を變更して，8月3F!早朝行 

はれ，題目も變へて「'Kelkaj fundamentaj 

aspektoj de Ia japana spirito” とされた〇 

その內容は,本號に揭載のとほりである。

蘇璧輝氏銃殺さる
昨年夏廈門で・蛊置の古い同志

彪灣の占い同志蘇璧輝氏が厦門で支那兵の 

ため銃殺されたことが最近に至り判明し,褰 

灣の連溫卿氏から東京の比滋春潮氏へ通知が 

會へ御申込下さい。

バソチ 日本陶器株式询社に依囑して作製 

しつ、ある高級陶器製バッヂは先着200名限 

リですから,なるべく早く御申込下さい〇

分科會觀光分科會開催の申込が大阪の池 

川淸氏外數氏からありました。

あった。それによると蘇氏は事變勃發後まも 

なく難にあひ,偶々上海から訪れて來た令息 

も同じく銃殺されたとのことである。

蘇壁輝氏は,大正2年に學習をはじめた, 

25年來の同志で,大正3年3月臺北綠星社で 

出した,日本のエスペラント運動史上に劃紀 

的な人册の獨習書「エスペラント講習書」の 

附錄にも「予のエスペラント語硏究に就いて 

の感想」を書いてゐる。

廣告------------------------------- ---------------------------------------——

タイプライター讓る囂囂 

價55 ロ〇エスペラントにも好適〇祥細問合 

はせは長野縣輕井澤町2009古澤末治郞宛。

ロオマ局がその觀光放送の聽取者に對する 

競技体4倒のエスペラント應募者は英,佛,獨, 

闕語台計より多く,全部の牛ば以上を占め，受 

賞者C十五11間め國內囘遊券)2名を出した。

☆
ユウゴオスラウ・イア敲大の新聞《ポリティカ》 

が，希望外國語講座について讀者の囘答を求 

めたところ,エスペラントの希望者は1000人 

で,31語中の第5位を占めた。

☆
チェコスロヴァキアにおけるドイツ諳放送 

局フ•ラアハ第IIは,その聽版範圍を知るため 

の試驗放送用としてエスペラントを採用した

☆

1939年の萬國エスペラント大會は，スイス 

のペルン市で開かれるはずでちる。

☆
エスペラント連動禁止の國ドイツの新聞デ 

ユッセルドルフェル・タアゲブラットが,6月16 
日の紙上に「益々盛んなエスペラント」とい 

ふ記事を揭げた。

☆

40 (408)

ドイツには,Heroldo de Esperantoの豫 

約購讀者がまだ120人ゐる。C日本には20人 

前後に過ぎない)。

廣 Orienta Kulturo ロ〇. 7 告

八月一日發行一部30 〒3錢

主要內客

東洋史の意義........................................霍木淸彥

佛敎の傳來..............................................同 氏

日本人Q雨乞について......................田口龍雄 

特髀乙3ンランド文化紹介・フィンランド 

フィンランド歸人の牡會的地位 

カレワラとユーカラ

★創刊號より取揃特價送料共1冏80錢★

東京駒込動坂228
行 

所
東洋文史硏究所

振替束京103,523
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SUR LA ĴURNALISMO
新聞懇誌とエスペラントしM«

新 •:聞::

大阪時事6.16 「エス語商都案內記•二千 

六百年宣伸に市から發行・旣に卅數箇國から 

申込み!エス文大阪案內記について,寫就版 

入りで，人々的に報道。 林正之助氏報）

大阪朝日620 「縮寫鏡」刪に,ファレエル 

の「事變下日本の印魏」について，寫诞阪入 

りで。（同上）

京城B報71「趣味と學这」に「エスペ 

ラント寸感ーー安基錫」。時局とエスペラント 

連動について述べ，亞細亞の盟主としての日 

本が,亞細亞に，ロ本語についでエスベラン 

トを普及せしめるべきであらと说く。

福岡日日73 「山山わか女史を圍んでお 

話を聽く會（下）」の中に,山田女史が「服裝は 

音葉と同じゃうに例へば!1本語は口本で,英 

語は英國で畏い年限かかって出來たもので工 

スペラント等のやうに萬國渚をはじめても工 

スペラントが日本語や英語にとって代る譯に 

は行かないやうに服裝もその土地々々の風土 

に應じて發逹して來たものなので,これを全 

然捨てることは出來ますまいネ」と言ってる。

大阪毎日74 「ハンガリ靑年層に燃える 

「躍進□本」への憧れ•本紙記将でifi車の'’.血 

のつながり''•感激に滿つ紈羹のたよリ」—— 

エスペラントには言及してゐないが,同紙4.7 
の記1K本誌6 H號で紹介）の後日談として, 

池川淸氏へ來たノ'ンガリ靑年の手紙を,トッ 

プ記事として，大々的に紹介。

大阪毎日7.15 「商店も汰テルも爬んど無 

影嚮•五輪大は中止內定の餘波」の中に,「ま 

あ影響を受けるといへば,........またはこのた

めわざわざ英貂やエスペラントを習った人た 

ちだらうが，これとて粘神上の財產になるの 

だから損したともいへず……」とある。

（林正之助氏银）

次阪朝日716 「エスペラント大阪大會辭 

退•各國へ通知」第31河萬國エスベラント 

大會を招待する筈であったのを辭退。

大阪每EK名古屋版）7.20 「エスペラント 

初等講習會」 1 ：•

東京日日7.20 「世界のエス語家に今度は 

ラヂオで語る・海外に傅ふ日本の姿」本誌8 
月號で報道の藤澤氏のエスペラント海外放送 

について,同氏のfT像と談話人りで報道。

河北新聞7.24 「切戸…枚輝く航空，生み 

の親故土井英一君と前IU仙速渦長心の交り結 

ぶ」土井晚翠氏の令息故英一君が愛國切戸の 

提唱者であることは,本誌にも書いたことが 

あるが,仙空遞信局長の前田氏が土井君の某 

に詣でたことを報道し,併せて,愛國切手が 

實現するまでの經緯を述べる。

セルバン8 jmの特瓣記ぢ「國語の問題

4篇のうちに「エスペラント邂 

動の報吿——三宅史平」。H本における工えぺ 

ラント運動の小廳史と，出變下エスペラント 

運動の動きについて。

世界一Cコドモノエザツシ）8月劍刊號 

に,街頭のマンドリン家永井淑氏 

をモデルにした繪（肩にEsperantoと書い 

た棒をかけて'に添へて，詩「みんななか!: 

く——岡田幸男」があリ,その最後;の章は， 

世界の人が誰もかも 

おんなじ言葉で話したら 

どこめお國の人たちも 

みんなな加よく出來るだろ

地方色雜誌

Bulteno de KEL junio—全エス文（京 

都市左京區寺町夷川上るカニャ氣付京都エス 

聯盟。

Verdo Monteto julio------ ［エスペカ ン

トの本質を讚みて Maedo」その他 ☆au
gusto------ "La Suno （詩）---------E. R." C和歌山

市小松通り6 丁目前口|米芙方綠丘會人

Forta Voko julio-aŭgusto—u Korbato 
metre, trad. de Nomura-RihejJf,li Neĝfeino, 
trad. de M. Kakuohof99 （富山縣城端町野村 

理兵衞方北陸エスペラント聯盟）。

LA INFORMILO julio （東京王子區下 

十條1159萬澤方日本エスペラント縊人聯 

盟）。
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各地報道一

東 1 「京

躍進するTEK
☆委員會の活動第三何委員會,6月29日午 

後7時於學會，司僉者石川。出席委員,笹原, 

髙橋,石堂,心津,塚HKフロント代理:）,江 

上，松本〔健）,笹山,賀川〔マルタ代理），井 

伏,附田，吉田,石堂,石川。

1. 司會者より最近の經過報吿。此れに對す 

る質疑應答あり。•

2. 協議 a. raportoをRevuoへ送る場合 

各ロンドはTEKとして一旦取リまとめ， 

學會編輯部へ呈出され度き旨，三宅氏の希 

望を司會者取次ぎ——可決。締切は毎月25 
日の那。

b 調査表 調査は引きつづき繽けちこと。

c. 磯部孃爲朝歡迎曲 婦人聯盟に一任し,

TEKとしてはロンド訪問の形とする事, 
可決。

ĉ.各ロンド情勢淞吿——各委員に依る相む 

批判あり。

d. 萬嫌オリンビック問題 TEK の提案に 

依って調査の爲の學命,後援會，TEK共 

同小委員會結成したる經過報吿に!bむ。

e. 各委員上稈の議案及意見の檢討。

笹原 委員に出す通知は仝部esp語でやって 

貰ひたい（原則としてそうなる事可決）。

D津 社交的意味あるkonversacia rond 〇が 

欲しいC島津を世話役に攀げ會場は一同で 

探す事として可決）。

賀川 上野の明菓はAES, Pronto, Martaと 

亟なるから，何處かへ靈えたい。

司會者 〇"tora kunveno 案にっき6 H 22 
日水曜會席上の申合せを報吿（各ロンドよ 

り參加費として50錢據金の爭,一人10分 

以內の爭。學生各ロンドにも招待狀發送の 

事として可決）。

司會者!aborservoが務卩傅は引給いて横轿 

的に參加する必要あるを司會者より强調。

Revuo發送は每月12 IIにつま必ず手傅ふ 

こと（可決）。

f-次㈣委員會7月20日午後？峙として 

9時半散會.,大豪雨や稀にみる緊張した禽 

議だった。

☆第㈣囘駆武會7号16日午後7時於學會。 

出席者下村,增HI,和田，根本,上田，井伏, 

江匕,吉田,征原,鳥津,石川,司會者石川。

1.罚會者より徐定期日20 Uを16 Hに切。 

上げし理由（主として久保氏送别會對策の 

必要）を述ペ

2-娥議Cイ）久保貞次郎氏渡歐送別會ブ 

ログラム及役割を決定。

（ロ・）久保氏にお願ひの件ーーA.各都市工 

ス movadoの調査〇 B. メッセーヂを送 

ることA及Bは,一枚の用紙に收め,A 
の調査事項及メッ七ーヂのエス譯の爲の實 

行委員として,久保，江上,石堂,島津,吉 

川を選出。

（ハ）名古用仝國人會對策 司會者より提案 

"切8时15日なるを以ってTEKとして 

の對策緊急を要する旨說明。一同未だ腹案 

なく次囘に保留。

JffHiエス後援會の存讀を何等かの形で捉巢 

したい（一同異議なし）。

（二）意見提案の檢討。

和FH 此め委員會の議事を全部エス話で進め 

たい。未だ充分自由に語れぬ人もあるので  

時機尙早となるん

江上 此の次の講習の初等科講肺をAESよ 

り出したいC可決）。

松本 東京市のgvidlibroを出したい（可决, 

とりあえず耶備實行委員として石川,增田, 

岩下を選出）。

石川 北海道エス人會が8月7 口にちる故飆 

辭を送りたい（可決）。久保氏依賴の調査表 

作製委員に一任のこと。

石川 此の委員會の司會者は一同交替でやり 

たい（可決）。當囘祠會者が次囘司會者を捋 

名のこととし,石川は徒原を拒名す）。

下村 上野の明菓は，マルタ,フロント,AE 
Sと乐るから場所を變えたい（一同協力し 

て場所を探すことに申合せ）。

井伏 Oratora kunvenoは學生團體へも通知 

しよう（可決）。

石川袴下順太郎氏をTEK委員に推選（可 

決）。

Cへ）Fronto Rondo 訪問。

6月19日午後7時上野明菓にFronto决貝 

42 (410)
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根本氏よリ招待の辭，一同參加決議。

C卜）次囘委員會8 H 5 H午後7時於學會 

8時半散會。

ヴン・ヒンテ氏夫妻歡迎會
7 ）］ 6 I」午後7時於學會水曜會席上。闌領 

東インドの國際聯盟委員ヴン・ヒンテ氏夫妻 

はエスペランチストである處から,先づ6丿j 

5日夜帝國ホテルに三宅,石堂,石川,の諸氏 

が》»問して打合せた上,6 H水曜會の席上に 

て歡迎懇淡會东傑し,大いにamikecoを呛 

し,國民外交の實を擧げた。

FER東京支部訪問
7月7 IK木:）午後6峙半於鐵道クラブ,口 

ネエス建動中に一大牙城を成すFERの中心 

的な方々が參集され,伊藤氏司會,高橋氏東 

京支部情勢報吿,小松氏鐵道聯盟情勢報吿, 

此れに對し客側TEK委員出席者,井伏,掘 

原,松本C健）,增山，石堂,島津,石川等の中, 

岩下,ザメホフの生涯について,蘊蓄を傾け 

られ,石堂,石川のTEK情勢輾吿,松本,後 

援命の活動につき,夫々班明し,島津のエス 

語salutoあり,审變勃發一週年を記念し 

Marŝo Patriotaを合唱して9時半散會した 

が,猶熱心者だけ殘り,運動につき1〇時半迄 

語リ合った。

TEK所屬ロンド例會｝I取

婦人聯盟東京グノレーポ訪問

7 n n h午後6時,於本鄕三丁目明菓,出 

席者33名中婦人16人,男子14人。TEK委 

員井田,井伏，笹原，碍津,石川,石堂,江上, 

松本（健）,他に佐々城先生と季窗三宅氏。司 

會者井伏孃•進行係莒淨孃,自己紹介の径松 

本學會後援會の活動についてq石川TEK情 

勢報吿，石堂婦人聯盟に對する希望を述べ, 

磯部孃の窗朝土産話に人り,特に!nterna

tiona! Houseの事を中心として,同锻が眞に 

エス語箝神に生きて來られた貴い體驗談を拜 

聽した。後,茂澤孃の婦人聯盟情勢報吿あり， 

島津のエス認salutoについで力田夫人の閉 

會の辭。9時半散會。

Laborservo
7 JJ12日（火）Revuo發送日事務參加者, 

二石涝,井伏貞子,增田英-〇

見舞狀及祝辭
TEKとして旣に差上げ又は差上げるべ（ 

決議せしもの。7月8|「付,神戶及大阪の贸 

會支部宛水吿見舞状c 6 JJ13日水曜會出席あ 

連名にて同じく神戶,大阪に發送。早大:エス 

會復話につき祝辭。北海道エス大宜に祝踏。

Fronto Rondo 訪問
7月］9 ロ午後7時,於上野明菓,出席者14 

名，客m TEK 知I岩下,松本,增田,石川,會

會 名i 1® 日
會 員數 テキスト及事栗 會 埸

A E S 每火1®夕7時 13 K
工ハガキ說助文 

のエス譯
上野明菓

〇 V 〇 發展的解消

エスクラ 

ビ ー ダ
15名

マ ル タ 月曜と土曜 20名 Fundo de Mizero
土 ・上野明菓タ7 
時。月・銀座方面

婦人聯盟 

東京グルーポ

每）］第二木璀 

夕7時
30 .名

日本に於ける/卜 

兒Q生活につい 

ての traduko

銀座ユニオン

ビール3階

F E R 火及金 87名

『P等な卜・フラン 
ス編。硏究垂ト• 

ザメンホフ讀本

鐵道クラブ

ムサシ ノ 目下休止 •

ロ ン ド

ハルモニア

目下休止

(411)43
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は懇談裡に進行し,初學者を導くヵ・法及厚會 

の新方針を廣く國内に知らしむる必婆等が語 

リ合はきれた。9時半散會。

久保貞次郞氏送別會
7月21日於京橋ハ重洲閑,來會者48名, 

酒井鼎氏司會の下に多數の方々の・別れと激 

勵の辭あり,久保氏は此れに對して，今囘の 

渡歐の目的,特にルネッサンス時代の美術研 

究をして來たい,そしてその蘊落の一端を語 

られ，聽く人悉く 口木にとって必要な海外に 

對する文化宜傳の重要性と,此れに當られる 

久保氏に對する信賴と專敬の念とを深くした 

のであった〇10時散會

☆東京市Gvidlibro 上記委日令にて計畫

委員三名選出された。

☆Oratora Kunveno 7月27日夜持たれる。 

☆Interparolado-kunsido 8 月よリ持た 

れる知識交換の會,TEK有志に依り計復中。 

☆國策パンフレット取次一般エスベランチ 

ストも亦此種のバンフレットを誼みĴ!海外頒 

布にも參加すべきだ・と云ふ建嵋から實費で取 

り次いでゐる。

☆調查表7月25日現在104通集まってゐる。 

猶書いてない人は書いて呈出して下さい。 

☆水曜例箧 佐々城先生の御講義に依りしa 

Revizoro開講され,每週20名近く出席する。 

講義後rondlegadoをやり時々佐々城先生も 

加はられる。

お願ひ——東京在住の方はTEKとの連絡 

の都合上萬事便宜ですから成るべく ロンドに 

矚するか新ロンドをお創り下さい。（石川）

橫! 阪
■

TEK委員來訪
有能な同志に相次いで去られた當市のエス 

界は，數ヶ月沈滞を續けてゐた處，TEKの 

犧牲的な企てによって,6月12日に東京,橫 

濱同志の報腌會が開かれることになった。當 

日は生憎の雨天でちったが,東京から岩下, 

松本,石堂氏等7名,横濱側は，鈴木,渡邊 

氏等8名が，定刻10時に樓木町驛に參集し 

C,雨中のハイクを山下公園に催した。此處 

で雨は狂烈になって來たので，豫定を變更し 

て,先づニューゲランドホテ〉レのロジーで休 

息した後，尤町のロシア料理モスコーで畫食 

をとり,同所にて岩ド氏から，時局に對處す 

るEsp-istoの態度に關して講演があり，約2 

時間程ゐた。更に雨中をYMCAを純て尾上 

町宫久屋に至り,此處で夜の祖腔會を開く。 

富盛,堤兩氏も參加して,有意義な數刻を费 

した。東京側から松本,石堂，石川,堆田氏 

の報吿や激勵の辭があり,橫漬側から佐久間 

氏の謝辭があって,此の意義深いー【1の幕を 

閉じた,時に20時。

當日，雨の中を態々來濱さたた桌京の方  々

に對しては心から感謝致します。（佐久間）

丨名! ！古i i £ ：

ヴン•ヒンテ氏歡迎
昨年名古屋に汎太平洋平和博憧會が開かれ 

た際,出品のためニケ月以上も名古屋に滯在 

し名古屋の同志とナジミになったオランダ人 

Van Hintc夫妻は,7月10 H午前10時42分 

白木,由比・山H!の同志及び約1〇名の金剛石 

婚人團貝に迎へられて到着。

金剛石社の歡迎午餐會に臨席。出づ山田氏 

起ち,□支・變に關する認識を深められるや 

う希望し,後Hime夫人の挨拶。松井社長 

及び婦人團幹事の挨拶あリ，午鑒會を閉じ, 

一•同は Hinte夫妻の宿舍,萬平ホテルに移 

り茶話會を開く,若い婦人團員の''道成寺”, 

''子守呗''や“日章旗の下に起ちて''の舞 

踊ありHinte夫人の童謠の獨唱もあって, 

親善の成果をあげ3時牛散會したが,兩會共 

出席婦人團貝約59名。この有意義な會に於 

ける挨拶や理解は,山FH氏の通譯によって國 

際語（ヱス話）を通じてなされた事は特記すペ 

きであると思ふ。

☆名占屋エスペラント協會の歡迎茶話角は午 

後7時よリ,廣小路本町角プレイガイド樓上  

で由比氏司會・のもとに開かれた。

由比氏の挨拶終ってSinjorino Van Uinte 
は現在の日本について忌憚なき感想を述べら 

れた。世界の列强は，間題の解決を戰爭によ 

ってせんとする傾向が著しい。日本もこの例 

にもれず,私はこの戰爭を非常に殘念に思っ 

て居た。戰爭によらずして他に問題の解決が 

44 〔412)
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あるべきだ。私は日本に來て日本政府の役人 

に會ひ，平和運動について楝々認り合った。 

日本政府は私の意見をよく 了解してくれた。 

歐洲の某國も某國も私の意見を全然受けつけ 

てくれない。

然るに日本は平和を愛するため世界的非難 

をものとせず職ってゐるのがよくわかった。 

今や私は,東洋平和を建設するのはII本人に 

よらずしては出來ないこと實に日本人は平和 

のためよき働き手であることを確信したと。

終ってEspero合唱の後散會したのは十時 

半であった〇當夜の川席者gesinjorojをはじ 

め1?名。

☆Semajna Kunsido 輪讀會は事實上大會 

準備呑員會の集りの觀あるもTekstoは緣定 

の如く進み每週の出席者は5-10名である。

☆Ora Delfeno 會の機關紙 Ora Delfeno 
は阈策の線に沿ふて發行囘數を減じて來たが 

本年度第二號を近FJ中に發行の豫定である。

大： ［阪

初等講習懇親茶話會

驚異的成功をおさめたOES主催「觀光案 

內エスペラント講習會」の最後を飾る懇親茶 

話會を6 JJ 29 0,日本高等豫備校に於て催 

す。出席者OES會員講習會員合せて76名。 

伊蔽幸一氏司會,エスペーロの合唱で會を開 

く。エス語學習の抱負を述べるものもあれば 

エス語の自己紹介や,作文力朋讀をするたの 

もしいのもあり,10時定刻より遲れて散會。

中等講習會

7月4日より7月29日まで進腿,桑原 

城戶崎,兒島諸氏指尊のもとに中等講習開催 

中。參加者32名。

〇 E S例會
講習會終了者の便宜上今までの命を二部制 

に變更す。6時30分 7時30分まで小坂氏 

の中尊講習讀本輪讀，7時30分 9時までは 

今まで通りのNuntempaj Rakontojの輪讀, 

令場信濃橋B淸生命角舘六階早稻田クラブ。 

C第3火曜會話會平野町Trapezoにて）（林1

［盛! i岡］
!____ • i_____:

松木'氏歸省歡迎會

去る6 H 29 El,東京文理大にfizikoを專 

攻し，今囘目出度く gradigiせられて，一時 

naskiĝloko に才6歸りの Sinjoro Macuki を, 

MER-ĉambroに迎へて,久方の賑ひに時な 

らぬ華を咲かせた。

祁から遠い私達は,時に聽く中央のsciigoj 

に，只々 envioとekscitoとを喚び起すの 

毎。一廉のesp-istoらしく,荒野に鋤を採る 

畳悟はあっても,矢張り都は戀しいのが人情 

であらうか〇 novaĵoを好むのではない。bri

leco に俺れるのでも無い〇只私遼はrano en 

putoたる環境を怖れる。（岩本）

東京藥學

芬御懇談會

C記事8月號參照）

前列右端:三雲降三 

郞氏

後列右から

伊麓已西三氏,3人 

おいて福富義雄氏， 

右近秀藏氏,1人お 

いて山田貞元氏

(413) 45



------------本鄕だより

今月號には,岡本氏の原稿 

は,お忙しいため，締切まで 

にまにあひませんでした。

扉に入れる寫眞を,越:者か 

ら募ります〇 "ElS sezonoj 

de Japanujo の10 月,11月, 

12かのそれぞれに適するもの 

をお送りください。10月號用 

のものは,8 JJ 25 FIまでにお 

送りください。

☆

エスペラント運動]こ垩I•し耳总 

常に深い御理解と御同情とを 

お寄せくださって,ネ垂々御援 

助くださってゐた大審院檢字 

平田勳氏が,滿洲國最高檢察 

愿次良に御就任,8 "13日「富 

[:」で御赴任になります。御 

川發に先だって,滿洲國の工 

スペラント運動の健全な發展 

のための御援助を,學伶から 

お願ひ申しあげましたところ 

街好意あるお言葉をいただき 

ました。

☆

8月號で用 

紙節約につい 

て書きました 

が,その後に 

いたって,雜誌協倉で用紙節 

約について,再三の命議があ 

り,9月印刷のtのから實疔 

することになりました。まだ 

詳細にわたっては決定しませ

個。人・消•息
糜祝大連の熱心な

峪分…氏は荒木都子嬢と7 }] 
結婚された。

7月中學題訪問者上野歌 

子氏（大牟田力屮川勝造氏（秋 

的）,果林亨氏（長野）

下記の方々は六月以 

後において,それぞれ 

死去された。哀惜，一堪 

えない〇

鵜沼勇四郞氏（秋田） 

山崎窿藏氏C東京） 

王雨卿氏（棗南う 

北川務氏（東京） 

杉村實德氏（宮峪） 

國安朝子氏〔朝鮮） 

んが,ベイヂを減らすか,印 

刷部數を少くするか,し、づれ 

かのことになると存じます。

いづれにいたしましても， 

バ儿ブ國策への積極的な參加 

の意味で,でき得るかぎり用 

紙を飾約したいと存じます。

つきましては,8月號でお 

願ひいたしました點につい 

て,特に御協力を願ひたいと 

存じます。

卽ち，書店でお買求めの方 

は，かならず，一定の書店で 

1年分御約束おきください。

そして,學會伶員は，會費 

は,正确に，お拂込みくださ 

い。

なほ,應诃出征中の方へは, 

僉費が切れてをりましても, 

宛先の判ってゐるかぎり,每 

號缺かさず現地へお送りする 

ことにいたしてをります。

御出征のばあひは,どうか 

宛先をお知らせ.ください。

（Mijake-Ŝihej）

廣 告=

財 法人日本エスペラント學會畲員募集 會 費
日本のエスペラント運動を國策の線に沿らて邦家のため|こ 

役立てるためには,まづ財團法人□本エスペラント學伶の陣 

容を逼化しなければなりません。まだ，學會の命貝になって 

ゐられない方は,ぜひ御人會ドさい。會員にはLa Revuo 

Orienta n （エスペラント）を配布します〇

入愈奚內書は申込次第進呈

正會員年分）3 M

普通會員

賛助會員

特別會貝

2圓40錢

5 M

10 圓

終身會貝C 一時金）100圖以上

打課エスペラント
第八年 

第九號
昭卬十三年ハ月十日印圍跻本 

昭和十三年九月ーロ iŝ 行

編韻第 
發行人
印刷人

印刷ffi

大 井 學

竹田佐藏

一匡印刷所

定價一部20錢・送料5厘 
滿•鮮•靈は22錢

6月分1佣20錢•送料共

1年分2側40錢・送料共

薯戳日本エスペラント學會鵲霍
所 東京布本鄕區元町ira13番地4 電話小石川5415

46 (414)



聲原休一氏譯和漢 古典

日本書紀
JAPANA KRONIKO

旣刊三册•以下績々刊荷・各册菊判百貞乃至百七十口 

定價各册1圍20錢•送料9錢

□本書紀が,古記字とともに,わが國の史學の上に,文學の上に,國民思想の上に, 

占める位«1!の偉犬さについては説明を要しない。今や日本の一擧于一投足が 
全1比界の注視を集めてゐるとき，このエス譯が刊厅されろことは特に重憂な 
意義を持つ。飛曜□木への認熾の出發は，それの民族精神の淵源への探究か 
らなさるべきであらう。原典に近需り得ぬ人々も,この平易明快な詳文によ 
って,我々の祖先たちの逞ましく美しい菜'黄を,畏敬の瞑を以て績んことが 
でき,そこに讯々しく潔癖な木"の民との血のつながりを再笈見する。

I神代紀•神武天皇紀 天地创進より科武犬皇の建國の偉業完式にいたる日本民族ご生諾記 
悠遠なら神々の物當は神・渺茫たる抒荷詩となり,構想堆大な神武天皇の柬 
征の戰記に雄溼Hる英雄詩となってゐる。史上最大の瞬购に處する戍人必讀

II終靖天皇紀一應神天皇紀 本篇におさめるところ七卷，崇沖天皇の御代における口本尺 
族の大膨脹から，日本武探の東征南伐を經て,神功皇后の三韓征伐，應神天 
皇'時代における海外文化ろ楡人に至る藜为期口本の若く却かしい姿j;躍る。

III仁德天皇紀一宣化天皇紀 床しくも傷ましい宇遅若郞子の自殺によって社設これた偉大 
な統治者仁徳犬皇の聖代に始まる本瓷は，阿堇代不易の皇位縉麻の順位時立 
と,外,酬合阳なき三韓經營との歴史を以て一貫し,眉輪王の慘规一言主命の 
出現厂衣通姬ノ〉悲劇得を押話とする美しき,悲しき,また婷猱な歷史脚である〇

☆

大學•中庸
・ GRANDA LERNADO KAJ DOKTORINO DE MEZECO

四六判百頁・定價69錢•特製?Ŝ錢•选料6錢

儒孜が11本辅神の糧として，これが成貝に真献したところの大であったことは，三炭の审子も 
知るところ。大學・中钢は,この備敎の本董を最も端的に示す氐のである。 
日本を育んで來たこの聖呢によって，故を溫ね,明日の日本刀新を知れ。

孝 經
LA LIBRO KONSTANTAĴO DE FILA PIECO

四六判三十六貫・定價30餞・送料3錢

g身體愛苗受之父川:不敢毀傷孝之始也立身行道揚?1於後（n：n s!父付・孝之終也» 

孝絆は孝道に關する孔子の敎へ。國家の皎f寧も世界の平利も凡て孝道観念の 
發揚に依って庶幾せらると貌くところ,思想混沌“こる今日の世界へ贈ろ聖典

束京木鄕元町 財團法人日本エスベラント學會 振悸柬京11325潘
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ザメンホフ著書値下
Centra Lib ejo發行のザメンホフ著書その他を値下げしました 
これはフランの相場が下落したためでありますが,（1）相場下落と同時に 
發行所で値上げしたため,また（2）從來の日本での定價が特別約定によ 
る相場はづれのものであった仁め,フラン相場の下落率ほどは値下げでき 
なかったことは御諒承ください。
全般に亙っては6月25 ロ版圖書目錄に述べてをbますが,ここにはザメ 
ンホフの著書だけの新定價を揭げます。〔學會會員には定價一割引〕

東京本鄕尤町•財團法人 日本エスペラント學會•振替東京!1325番

Andersen : Fabeloj 丁, II, III … ........各!JO
Fundamenta Krestomatio.......... 2.00 10
Moliere : Georgo Dandin •• ...............................045 6
Shakespear: Hamleto .......... •........................... 0.65 6
Goethe : Ifigenio de Taŭrido -- 080 6
Lingvaj Respot do; .......... .................... 〇・£5 6
Orzeszko : Marta.......................... ...........................1.60 6
Prover baro Esperanta .......... .......................... 0.80 6
Heine : Rabeno de Baĥaraĥ ・・• ............................... 0.55 6
Schiller: La Rabistoj .......... ...........................1.00 6
Gogol: La Revizoro.................. ......................... . 080 6
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